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○ 都市部の人たちなどが一定期間地方に滞在し、働いて収入を得ながら、 地域住民との交流や学びの場など

を通じて地域での暮らしを体感していただくもの。

ふるさとワーキングホリデーの概要

・専用のポータルサイトの運用
・SNS（Twitter、facebook）の運用
・インターネット広告の実施
・説明会の開催 等

広報支援（総務省） 企業向け説明会（ブロック単位）の開催

・地域企業の参加拡大と実施自治体増を図るため、企業
及び未実施自治体を対象にした説明会を開催。

⇒従前、一次産業や観光業等での受け入れが多かった
ため、幅広い業種の企業へ参加を呼びかけ。
⇒未実施自治体にも参加を呼びかけ、裾野拡大を図る。

地方公共団体

ふるさとワーキングホリデー

滞在中、地域住民との交流や学びの場として
地域の魅力・特色を活かした、その地域
ならではのプログラムを参加者に提供。

参加者

地元農家や企業等の業務に従事し収入を
得ながら、地域との関わりを深める取組を
通じて地域での暮らしをまるごと体感。

• ふるさとワーキング
ホリデー事業を通じ
て、約3,500人が地
域での暮らしを体験。

• ワーホリ経験者の
91%が満足している
ほか、81%が再訪意
向がある等、ワーホ
リ経験者からの評判
は良い。

これまでの実績
（Ｒ３．３時点）

①ワーホリ経験者による座談
会の開催
②先進事例を取りまとめた事
例集の作成、自治体への公表

令和４年度の取組

※ ふるさとワーキングホリデーに要する経費について特別交付税措置
（対象経費の上限額 １団体あたり15,000千円＋5千円×全参加者の延べ滞在日数）

R４概算要求額：４０百万円
（R３当初予算額：３０百万円）

①ワーホリ経験者の生の声を
聞く機会や、ワーホリ経験者
と未経験者が意見交換を行う
機会が少ない。
②ワーホリをどのように実施
すべきかとの自治体からの問
合せがある。

課題
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過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業

〇 「集落ネットワーク圏」（小さな拠点）において、生活支援や「なりわい」の創出等の地域課題の
解決に資する取組を幅広く支援（特に専門人材やＩＣＴ等技術を活用する場合には上乗せ支援）。

（１）対象地域 過疎地域をはじめとした条件不利地域

（２）事業主体 集落ネットワーク圏を支える中心的な組織

（地域運営組織等）

（３）対象事業 集落機能の維持・活性化プランに基づく取組

（4）交付対象経費の限度額 1,500万円 （定額補助）

※下記事業については、限度額を上乗せ

①専門人材を活用する事業（＋500万円）

②ＩＣＴ等技術を活用する事業（＋1,000万円）

上記（①＋②）併用事業（＋1,500万円）

施 策 の 概 要

① 専門人材活用のイメージ

特産品開発、観光振興、地域交通、地域人材育成、移住定住促進、

ICT技術等に関する専門的知識を有するアドバイザー、事業者 等

② ＩＣＴ等技術活用のイメージ

ドローンを活用した買物支援、センサーを用いた鳥獣被害対策、対話型

アプリを活用した高齢者の見守り、オンラインによる学習環境整備 等

Ｒ４概算要求額：４００百万円
（Ｒ３当初予算額：４００百万円）

集落ネットワーク圏における取組のイメージ

センサーを活用した
鳥獣被害対策

スマート農業の推進

地域課題解決に資する
専門人材の活用

役場所在地域

アプリによる
デマンドバスの予約

アプリ等を活用した
高齢者の買い物支援

※範囲は、新旧小学校区、旧町村等を想定
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過疎地域持続的発展支援事業

○ 過疎地域の持続的発展に必要な人材育成事業、ＩＣＴ等技術活用事業を支援。

（１）対象地域 過疎地域

（２）事業主体 ① 過疎市町村

② 都道府県

（３）交付対象経費の限度額 2,000万円

（４）交付率 ① 定額

② 1/2又は6/10（※）
※財政力指数0.51未満の都道府県に限る

（５）対象事業

施策の概要 人材育成事業のイメージ

ＩＣＴ等技術活用事業のイメージ

【実施例】

複数の過疎市町村を対象とし都道府県主催で行う地域リーダー育成、交

流、分野別人材育成研修事業 等
〇人材育成事業

（主として都道府県実施を想定。ただし、伝統、文化の継承など地域が

特定される場合は、市町村実施も可）

・ 地域リーダーの育成

・ 他地域との交流やネットワークの強化 等
※育成すべき人材（地域のリーダー）のイメージ

様々な地域組織や活動に横断的に関わる人材（横串人材）、地域資源を
活用し、地場産品開発や地域PRができる人材、地域内人材と外部人材を
つなぐ人材、ITリテラシーに長けた人材 等

〇ＩＣＴ等技術活用事業 （過疎市町村のみ）

・ 集落等のテレワーク環境整備
・ オンラインでの健康相談
・ アプリを活用した災害情報などの生活情報配信
・ ドローンを活用した買物等の生活支援
・ センサーを使った鳥獣対策 等

【実施例】

AIを活用した自動配車システムの構築、オンラインでの健康相談体制の

構築 等

Ｒ４概算要求額：２５４百万円
（Ｒ３当初予算額：２３４百万円）
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○ 地域おこし協力隊の隊員数は、令和２年度は5,560人であり、令和６年度に8,000人に増やすという目標を掲げている（まち・

ひと・しごと創生基本方針2021） 。この目標に向け、「地域おこし協力隊等を充実」することとしている（経済財政運営と改革の基本方針
2021） 。

○ 具体的には、地域おこし協力隊の更なる拡充のため、強力なPRによる隊員のなり手の掘り起こし、未導入団体や応募が
集まらない団体へのフォローアップ、女性隊員の活躍促進、現役隊員・自治体職員双方へのサポートの拡充といった取組を
一体として進め、地方への新たな人の流れを力強く創出する。

隊員活動期間中制度周知・隊員募集 任期後

起業・定住

地域への
人材還流を
推進！

■「地域おこし協力隊全国サミット」の開催
・地域おこし協力隊や地方公共団体関係者のほか広く一般の方
の参加できる「地域おこし協力隊全国サミット」を開催し、
事例報告やＰＲ等により広く制度を周知するとともに、隊員
同士の学び、交流の場を提供。

地域おこし協力隊の推進に要する経費

■「地域おこし協力隊サポートデスク」等による相談体制の確保
・隊員や地方公共団体担当職員からの相談に一元的に対応できるよう「地域
おこし協力隊サポートデスク」において効果的なアドバイスを提供。

・各地域における協力隊OB・OGのネットワークづくりを推進することに
より、より身近なサポート体制を構築。

■「地域おこし協力隊員向けの研修会」の実施
・初任隊員向けの「初任者研修」、２～３年目の隊員向けの「ステップアップ
研修」等の「段階別」の各種研修会を開催する。

・併せて、隊員の孤立化の防止に向け、任期終了後にも頼れる知己を得る場
として「活動分野別」の研修を実施するとともに、同じ分野で活動する
隊員間のつながりを強化する等、隊員へのサポートの更なる充実を図る。

■「地方公共団体職員向け研修会」の実施
・より一層の制度理解、隊員の円滑な活動の支援、地域への人材還流を促進
するため、地方公共団体職員向けの研修機会の確保・充実を図る。

■ 地域おこし協力隊「ビジネスサポート事業」の実施
・現役隊員、OB・OGから広く提案を募集し、隊員の創意工夫によるビジネスプランの磨き上げを
実施。優れたビジネスプランについては、現地において専門家によるサポートを強化。

R４概算要求額：４５０百万円
（R3予算額：１４６百万円）

■メディアやSNS等を活用した制度周知
・地域おこし協力隊をはじめとする各種の地方に対する人的
支援施策の募集情報等を一元的に検索できるポータルサイト
を総務省で構築し、マッチングを促進。加えて、制度の
より一層のPRに向け、各種メディアやSNSを活用して
周知・広報を大幅に強化。

■募集者数・魅力ある募集案件の増加に向けた自治体支援
・「募集を行っているが応募がない」等の課題を抱える自治体
を対象に、有識者・中間支援組織・協力隊OB/OG等で構成
するチームによる伴走支援をモデル事業として実施。併せて
その成果を全国に共有し、自治体の募集案件の質量双方での
拡充を図る。
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○ 農山漁村での宿泊体験や自然体験を通じて、学ぶ意欲や自立心、思いやりの心、規範意識などを育み、力強い子供の成長を支えるとともに、受

入れ地域の活性化や交流による地域間の相互理解の深化に寄与。

○ 子供の農山漁村体験交流の取組の拡大、定着を図るため、送り側・受入側の地方公共団体双方が連携して行う実施体制の構築を支援するモデ
ル事業を実施。また、継続的な実施体制の構築を目指す地方公共団体による「子供の農山漁村体験交流計画」策定を支援するモデル事業を実施。

○ 特に今年度は、コロナ禍や、ＧＩＧＡスクール・自治体ＤＸによる情報通信環境整備の進展を踏まえ、感染防止対策に加え、対面での交流効果をより
高めるためのオンライン交流を支援。

○ 課題解消に向けた創意工夫の事例、国の支援施策等について情報を提供するとともに、関係者間のネットワークを形成する
ため、総務省、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局、文部科学省、農林水産省、環境省の主催によるセミナーを開催。

都市・農山漁村の地域連携による子供農山漁村交流推進事業

小学校
中学校

高等学校

農山
漁村

・農林漁業体験・宿泊体験活動

送り側･受入側が連携して取り組む実施体制の構築

社会教育活動学校教育活動

送り側 受入側

・コーディネートに要する経費
・スタッフを含む宿泊・体験施設等の使用料
・バス借り上げ等の移動経費
・指導者等への謝金
・児童･生徒や指導者等に係る保険料
・新型コロナウイルス感染症防止対策
・オンライン交流に要する経費
（調整費、運営費、謝金、特産品の交換）

等

・左記のほか、
受入体制の整備に係る経費

等

【モデル事業対象経費の例】

■子供農山漁村交流支援事業
送り側・受入側双方が連携して宿泊体験活動の実施体制の構築に取り組
む地方公共団体をモデルとして実証調査を行い、その事例やノウハウを
横展開することにより、子供の農山漁村交流を推進。

◆コーディネート機能の活用
◆地域の学生の動員等の支援体制の整備
◆課題解決に向けた研究と実践

・外部有識者等の旅費・謝金 ・研修・会議に要する経費 ・関係団体との調整に
要する経費 ・外部研修受講に係る受講料、旅費 ・印刷製本費 等

【モデル事業対象経費の例】

■体験交流計画策定支援事業
長期間継続できる体制を構築するため、効果的な取組内容や、取組にか
かる課題解決について研究・検討を行い、この活動に取り組む地方公共
団体のモデルとなる「子供の農山漁村体験交流計画」策定を推進。

■子ども農山漁村交流プロジェクトセミナーの開催
子供の農山漁村体験の取組を拡大、推進するため、先進事例や課題解消に
向けた創意工夫の事例、国の支援施策等について情報を提供するとともに、
関係者間のネットワークを形成するためセミナーを全国各地で開催。

◆GIGAスクールの基盤を活かし
たオンライン交流の実施
◆対面での交流効果向上を実現

オンライン交流

R4概算要求額：２８百万円
（R３予算額：２８百万円）
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特定地域づくり事業協同組合

対 象：人口規模・人口密度・事業所数等に照らし、人材確保に特に支援が必要な地区として知事が判断
※過疎地域に限られない

認定手続：事業協同組合の申請に基づき、都道府県知事が認定（10年更新制）
特例措置：労働者派遣法に基づく労働者派遣事業（無期雇用職員に限る）を届出で実施可能

人口急減法の概要

特定地域づくり事業協同組合制度の概要

都道府県

・事業者単位で見ると年間を通じた仕事がない

・安定的な雇用環境、一定の給与水準を確保できない

⇒人口流出の要因、UIJターンの障害

人口急減地域の課題

・地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出
・組合で職員を雇用し事業者に派遣
（安定的な雇用環境、一定の給与水準を確保）

⇒地域の担い手を確保

特定地域づくり事業協同組合制度

〈組合の運営経費〉

市 町 村

１／２
利用料金収入

１／４
交付金

食

品

加

工

業

者

製

材

業

者

介

護

業

者

運

送

業

者

飲
食
・
宿
泊
業
者

農

業

者

林

業

者

…

機

械

製

造

業

者

特定地域づくり事業協同組合員

…

人材 派遣

認定

漁

業

者

１／８
特別

交付税

１／８

１／２市町村助成

根拠法：地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律（令和2年6月4日施行）

財政
支援

利用 料金

地域づくり人材の雇用⇒所得の安定・社会保障の確保

※このほか、設立支援に対する特別交付税措置あり

R4概算要求額 5.0億円
（内閣府予算計上）

情報提供
助言、援助 6



他の教育的施策とあいまって、
自立した人間として主体的に
判断し、多様な人々と協働し
ながら新たな価値を創造する
人材の育成

初期
普及啓発事業への参加者数、効果的なモデル事業数、企業表彰へ
の応募企業数の増加。
中期
体験活動に参加する子供、体験活動の機会を提供する主体の増加。
長期
体験活動が充実し、「社会を生き抜く力」として必要な能力の育成。

体験活動等を通じた青少年自立支援プロジェクト
背景・課題

1.全国的な普及啓発の実施
 家庭や企業、社会教育団体が体験活動への理解を深めていくためのフォーラ
ムを開催するなど、全国各地で体験活動等を定着させるための普及啓発事
業を実施するとともに、関係団体の連携を促進する。

 件数・単価：３箇所 × @1百万円（委託事業）
 事業期間：平成23年度～

・体験活動の必要性を普及させるため、普及
啓発事業を実施
・課題に対応した効果的な取組を検証するた
めのモデル事業を実施
・社会貢献活動の一環として体験活動に取
り組むインセンティブを提供するため、企業表
彰を実施

アウトプット（活動目標） アウトカム（成果目標） インパクト（国民・社会への影響）

事業内容

令和4年度要求・要望額 1.1億円
（前年度予算額 0.7億円）

 新型コロナ感染拡大による不要不急の外出の自粛、３密の回避などにより、青少年の健全な育成のために必要な体験活動の機会が減少。
 コロナ禍における体験活動推進のため、令和２年度補正予算においては短期（日帰り）、令和３年度においては短期（１泊２日程度）の体験活動につい
てモデル事業を展開する一方、より効果の高い長期（４泊５日程度）の体験活動に係る知見が不足。

 現在、体験活動を実施する自治体や民間団体等は、独自に感染症対策を取りながら体験活動を実施している状況。
 青少年の体験活動については、自己肯定感や正義感等「ウェルビーイング」の観点での影響・効果について検証・分析していくことが必要。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により青少年の体験活動が減少していることから、コロナ禍における体験活動のプログラム開発を行い、関係機関等へ普及啓
発を図ることにより、コロナ禍における安全・安心な青少年の体験活動を推進する。

2.青少年の体験活動の推進に関する調査研究
 これまでに体験活動が青少年の心身の健全な発達にどのような役割を果た
してきたかを検証し、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、中長期
的に取り組むべき方策をまとめる。

 件数・単価１箇所 × @6百万円（委託事業）
 事業期間：平成25年度～

3.子供たちの心身の健全な発達のための自然体験活動推進事業（拡充）
 新型コロナウイルス感染症拡大により、子供たちが野外で体を動かす機会が
減少するなど、子供たちを取り巻く環境の閉塞感を打開することが喫緊の課題
であることから、これまで得られた知見を活用し、青少年団体等の取組の効果
を一層高めるために支援することにより、自然体験活動の機会の充実を図る。
≪内容≫ 4泊5日程度の自然体験活動の実施

 件数・単価：21箇所 × 2回 × @2百万円（委託事業）
 事業期間：令和３年度～

4.青少年の体験活動推進企業表彰（教育ＣＳＲシンポジウム）
 社会貢献活動の一環として青少年を対象に優れた実践を行う企業を表彰
し、その取組を全国に広く紹介することを通して、青少年の体験活動の推進
を図る。

 直轄事業
 事業期間：平成25年度～

その他、事業企画評価委員会の開催
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健全育成のための体験活動推進事業 令和4年度要求・要望額 1.2億円
（前年度予算額 1.0億円）

（１）宿泊体験事業
①小学校、中学校、高等学校等における取組 〔322校〕
・学校教育活動における２泊３日以上の宿泊体験活動の取組に対する事業費の補助

②学校教育における農山漁村体験活動の導入のための取組 〔134地域〕
・教育委員会が主催する夏休み期間中等に希望者を募って行う取組に対する事業費の補助
・農山漁村体験活動をこれまで実施していない高等学校等の取組に対する事業費の補助

③教育支援センター（適応指導教室）等における体験活動の取組 〔134地域〕
・教育委員会が主催する教育支援センター（適応指導教室）等における取組に対する事業費の補助

（２）体験活動推進協議会 〔322地域〕（各都道府県・市区町村）
・各都道府県・市区町村において、様々な体験活動を推進していく上での課題や成果について協議を
行ったり、好事例の収集、各学校への情報提供や取組の普及を図るために開催する協議会への補助

○子どもたちの豊かな成長に欠かせない、自然体験、農山漁村体験、文化芸術体験などの様々な体験活動を、引き続き着実に支援。
○あわせて、令和３年度において新型コロナウイルス感染症対策としての学校の一斉休業等により失われた体験活動の機会を、令和４年
度に改めて確保するため、追加の支援を実施。

学校等における宿泊体験活動の取組に対する着実な支援

上記（１）①～③及び（２）について、それぞれ47校（地域）を追加支援

新型コロナウイルス感染症対策により失われた体験活動機会の確保

経済財政運営と改革の基本方針2021
（R3.6.18閣議決定）

『非認知能力の育成に向け、（略）様々な
体験活動を推進する。』

成長戦略フォローアップ
（R3.6.18閣議決定）

『デジタル社会に特に重要となる非認知能力
向上に資する体験活動を推進する。』

まち・ひと・しごと創生基本方針2021
（R3.6.18閣議決定）

『子どもの生きる力を育むとともに、将来の地
方へのUIJターンの基礎を形成するため、農
山漁村体験に参加する学校等（送り側）
や体験の実施地域である農山漁村（受入
側）を支援する』

感染症の影響で実施できなかった各種
体験活動の実施を支援し、子どもたち
の健全な育成を推進するとともに、
各地域での交流・活性化を図る。

小・中・高等学校等

諸謝金、旅費等

実施主体

補助割合

対象校種

補助対象経費

都道府県・市区町村

国 １／３
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文化的景観保護推進事業 令和４年度要求・要望額 317百万円
（前年度予算額 272百万円）

＜事業内容＞ 文化的景観の保護を図るために必要な調査や計画策定に支援を行う。また、重要文化的景観の修理や防災、
公開活用等のために必要な措置に対する支援を実施する。

棚田や里山等の文化的景観 文化的価値が保護されずに
急速に消滅しつつある

重要文化的景観の適切な継承による地方の創生

〇選定候補となる文化的景観の価値や特徴を明らかにするため
の調査事業

〇保存活用計画策定事業及び、既選定地区の保存活用計画
の見直し事業

〇整備事業及びそのための事前調査並びに整備計画策定事業

〇修理、防災、普及啓発等への先端技術の活用（例：修理の
ための３次元測量、集落等の防災シュミレーション、広大な地区
の理解に資するAR・VR技術やドローンの活用等）

整 備 事 業

先端技術活用（新規）

錦川下流域における錦帯橋と岩国城下町の文化的景観
（山口県岩国市）

計 画 策 定

調 査
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歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 令和４年度要望額 7,469百万円
（前年度予算額 5,624百万円）

＜事業内容＞
歴史的に由緒ある史跡等について、損傷、老朽化に対し、適切な周期で整備（概ね３０年周期）する。往時の姿をしのばせる歴史的建造物の復元、ガ
イダンス施設の設置を行うなど、来訪者目線での修復・復元等の一体的な整備を行うことで、 「文化財で稼ぐ」ための魅力ある環境を創り出す。
災害等により崩落した石を元の位置に戻すために、事前に測量図化を行うなど、３Ｄ計測を行う必要があるため先端技術活用事業を実施する。
整備時にしか体験できない整備現場の公開や整備によって得られた知見についての現場説明会等を行うことで、わかりやすく歴史的価値の理解を図るため
に整備現場公開事業を実施する。

保存・活用の一体的整備

○保存と活用を一体的に実施することで、魅力ある環境を作り出す総合的な事業に対す
る優先的支援の実施

先端技術活用事業

ガイダンス施設･案内板等の整備 歴史的建造物の復元整備

・地域のシンボルの創生により住民の
関心と認知度の向上

・観光資源としての史跡等の価値向上

・情報発信の場の整備による史跡等
の認知度及び来訪者の理解の向上

・多言語化により訪日外国人に対応

保存・修理整備

・適切な周期にのっとった保存整備

魅力ある活用を図るための環境の整備
観光客を呼び込み長時間滞在を実現
文化財を通じた地域の活性化の達成

○石垣等の測量図化の事前実施

○目視による確認と比較し、高精度での

石の動きの観察

石垣等の崩落時における修理等の迅速化
石垣等の崩落危険性の早急な察知の実現

史跡「安満遺跡」のガイダンス施設整備（大阪府高槻市） 史跡「久留倍官衙遺跡」の八脚門復元展示（三重県四日市市）

史跡及び名勝「三徳山」の庭園修景整備（鳥取県正善院）

史跡「北大東島燐鉱山遺跡」の石積修理（沖縄県北大東村）

10



令和4年度要求・要望額 4,073百万円
（前年度予算額 2,632百万円）重要文化財等防災施設整備事業

【事業概要】世界遺産・国宝等における防火対策５か年計画(令和2年度~令和6年度）を踏まえ、文化財の保全と見学者の安全を確保する観
点から、必要な防火対策、耐震対策に係る施設整備について補助を実施。 （補助率：最大85％）

・我が国の文化財の多くは木造であるため防火対策は必須
・個別の文化財特性に応じた防火対策を実施
・老朽化した防火施設、毀損した防火施設の更新、再整備が必要
・その他盗難等から文化財を護るための防犯施設整備、耐火構造の保存活用施設整備を実施

・ 文化財価値の保護と利用者の安
全確保のために耐震対策は必須

・重要文化財（建造物）
・重要文化財（美術工芸品）
・重要有形民俗文化財
・史跡名勝天然記念物
・重要文化的景観
・重要伝統的建造物群保存地区

◆耐震対策工事

・自動火災報知施設を設置し
迅速に初期消火へ

延焼防止

・近隣火災から護るための
ドレンチャ―、放水銃等

・初期消火、火災の拡大を
防ぐための消火栓施設等

（光電分離式
煙感知器）

（Ｒ型受信機） （易操作性１号消火栓） （放水銃）

≪天守閣の木製格子壁による補強≫ ≪老朽化した消火栓の更新≫ ≪耐久性、耐震性の高いポ
リエチレン管への更新≫

・防火対策（世界遺産・国宝（建造物）、博物館等）及び耐震対策について「防災・減災、国
土強靭化のための5か年加速化対策」 (令和3年度～令和7年度）で加速化して実施

早期発見 初期消火

一部事項要求

）
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地域文化財総合活用推進事業 令和4年度要求・要望額 1,948百万円
（前年度予算額 1,689百万円）

目的

■各地に所在する有形・無形の文化資源を、その価値の適切な継承にも配慮しつつ、地域振興、観光・産業振興等に活用するための取組を支援する
ことで、文化振興とともに、地域活性化を推進

事業概要

◆地域文化遺産・地域計画等
地域文化遺産に関するボランティアガイドの
育成、シンポジウムやワークショップの開催、
公開事業等を支援

地方公共団体が地域文化遺産を活用した実施計画を策定し、文化財の保護団体で構
成される実行委員会等が行う人材育成、普及啓発等の取組を支援

地域の伝統行事等を継承する取組を支援することにより、確実な継承基盤を整備

◆地域伝統行事・民俗芸能等継承基盤整備

山車等の用具等整備、後継者養成、記録作成
デジタル化や相談窓口等の取組を支援

地域における文化財の総合的かつ計画的な保存と活用を図るため、「文化財保存活
用地域計画」の作成等に対する支援を実施

◆文化財保存活用地域計画等作成 地域計画や大綱の作成に向けた取組を支援す
るとともに、小規模の市町村への有識者の派
遣や文化財保存活用支援団体に対する研修会
等を実施

◆世界文化遺産
「世界文化遺産｣に登録された地域において行われる普及啓発・人材育成・調査研

究等の取組に対して支援し、世界文化遺産を活用した地域活性化を推進

世界文化遺産に関するシンポジウムの開催、
ボランティア等の育成、課題の調査・分析や
管理計画の見直し等を支援

◆ユネスコ無形文化遺産

「ユネスコ無形文化遺産｣に登録された地域で行われる、普及啓発・人材育成・調
査研究等の取組に対して支援し、ユネスコ無形文化遺産を活用した地域活性化を推進

ユネスコ無形文化遺産に登録された地域の活
性化を図るため、情報発信・普及啓発・人材
育成・保護活動等の取組を支援

地域計画等を作成しており、かつ地域の核（シンボル）である国登録文化財を戦略
的に活用するために機能を維持する取組等に対して支援

◆地域のシンボル整備等
地域の核となっている国登録文化財を戦略的
に活用するために機能を維持したり、保存・
活用を行う団体の取組等を支援

取組内容

（民俗芸能大会の開催）

（山車の修理）

（研修会の実施）

（ガイド育成研修の実施）

（パネル展の開催）

（建造物の修理） 12



日本遺産活性化推進事業

地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan
Heritage）」として認定するとともに、ストーリーを語る上で不可欠な魅力ある有形・無形の文化財群を
地域が主体となって総合的に整備・活用し、国内外に戦略的に発信することにより、地域の活性化・観
光振興を図る。

概要

事業内容

令和4年度要求額 729百万円
（前年度予算額 673百万円）

本邦国策を北海道に観よ！
～北の産業革命「炭鉄港」～

琉球王国時代 から連綿 と続く沖縄 の伝統的
な「琉球料理 」と「泡盛 」、そして「芸能 」

地域文化財総合活用推進事業
地域が、日本遺産を通じて地域の活性化や観光振興を推進する取組に対する支援
 人材育成事業 : 観光ガイドやボランティア解説員の育成等
 普及啓発事業 : ワークショップ、シンポジウム、ＰＲイベント等の開催等
 調査研究事業 : 旅行者（訪問予定者）の嗜好性 調査等
＊上記各事業において、感染症防止対策等に対応

日本遺産プロモーション事業
 JNTOと連携した海外プロモーションの抜本的強化
 日本遺産先進モデルの構築
 日本遺産ポータルサイトを通じた国内外への情報発信、「日本遺産の日（２
月１３日）」を中心に日本遺産認定地域と連携した普及啓発イベントの開催、
ツーリズムＥＸＰＯジャパンへの出展等による認知度・ブランド力の向上

 地域のニーズにあった専門家の派遣（日本遺産プロデューサー派遣事業）によ
る地域活性化の支援

 民間企業等との連携強化を図るために官民連携プラットホームの形成

ストーリー

外部
有識者
の意見

地域に点在する様々な遺産を「面」として活用・発信
寺社・仏閣

城郭

遺跡
伝統芸能

食文化

⇒パッケージ化した文化財群を一体的にPRし、
地域のブランド化・アイデンティティの再確認を促進

私たちの町には、こ
んなストーリーがある
のよ

文化庁
による認定

日本遺産（Japan Heritage)
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伝統文化親子教室事業
背景・課題

事業内容

令和4年度要求・要望額 2,643百万円
（前年度予算額 1,443百万円）

次代を担う子供たちに対して、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、茶道、華道、囲碁、将棋などの伝統文化や生活文化等を計画的・継続的に体験・
修得できる機会を提供することにより、伝統文化等を確実に継承・発展させるとともに、子供たちの豊かな人間性の涵養を図る。
文化財保護法改正により、茶道、華道、書道等の生活文化についても、無形文化財としての登録制度の対象となったが、伝統文化等の継承・発展には、次

代を担う子供たちが早くから体験することが重要である。組織的・広域的に体験機会を提供する取組を支援することで、地域偏在を解消しつつ、より多くの子供た
ちが体験機会を得られるようにする。

子供たちが地域の伝統文化や生活文化等を体験等ができる機会を設ける事業を支援

連携

博物館 NPO法人

文化
協会

公民館
自治体

地域の
指導者

１．教室実施型 1,106百万円（1,106百万円）
・実施主体：伝統文化等に関する活動を行う団体
（伝統文化関係団体）等
・支援事業数：約3,800教室
・事業開始年度：平成26年度

２．統括実施型 300百万円 （150百万円）【拡充】

・実施主体：統括団体等
・支援事業数：20団体
・事業開始年度：令和３年度

３．地域展開型 1,145百万円（95百万円）
【拡充・要望枠】

・実施主体：地方自治体及び地方自治体を
中核とする実行委員会等
・支援事業数：287地域
※６年間で全ての自治体が伝統文化等の体験機会の
提供を目指す。
・事業開始年度：平成30年度

○審査経費等 92百万円（92百万円）

審査経費のほか、教室に参加した子供や保護者、
指導者を対象に事業実施について調査等を行う

地域展開型
（自治体主導による体験機会の提供）

出会いの機会の提供 修得機会の提供

教室実施型・統括実施型
（修得機会の提供・地域偏在の解消）

伝統文化等の確実な継承
子供たちの豊かな人間性の涵養
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持続的⽣産強化対策事業のうち
⽣産体制・技術確⽴⽀援 【令和４年度予算概算要求額 ２1（31）百万円】

＜対策のポイント＞
新型コロナウイルス感染症の蔓延により、⼈々の社会・経済活動が変化したことで、産地は今後のマーケットニーズに的確に対応する必要性がある。例えば、

外⾷需要の落ち込み等の需要構造の変化に対応するため、新規の実需者の発掘や、実需者ニーズに合った形態・品質・数量等を確保するための⽣産技術
の確⽴等が求められている。このような中、⽣産者及び実需者をはじめとする関係者が連携して、新品種・新技術の評価等を⾏うとともに、産地・実需者等と
のマッチングを⾏うことで、ポストコロナに対応した産地づくりの取組を⽀援する。

＜事業⽬標＞
新品種・新技術の導⼊を各地で実現

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．新品種・新技術等の特性把握
○ 新品種・新技術の導⼊に向けた、品種・技術の特性把握、産地・実需者の意
向・ニーズ等調査、産地・実需者等とのマッチング活動等の取組を⽀援します。

２．産地・実需者等が連携して⾏う実証等を通じた⽣産技術の確⽴
○ 適応性試験、⽣産性向上・経営改善効果分析、産地として導⼊を進めるべき
品種・技術の選定等の取組を⽀援します。

３．新品種・新技術の普及等に関する⼿引きの作成
○ 実需者ニーズに合わせるための⼯夫・調整や、産地・市場の関係者の連携等の
情報を含めた新品種・新技術の普及等に関する⼿引きの作成を⽀援します。

新品種・新技術の実⽤化、他産地への普及

⽣産者

実需者

新品種・新技術の導⼊

産地の形成

現地栽培試験

成分分析等

⽣産技術の確⽴

品種・技術の評価、
特性把握

ニーズ調査・
マッチング

関係機関等による検討

普及すべき
品種・技術の選定

マニュアル作成

新品種・新技術※

［お問い合わせ先］農産局技術普及課普及活動推進班（03-3593-6497）

＜事業の流れ＞

国
市町村都道府県定額

農業協同組合連合会

中間事業者

農業協同組合

※コロナ禍における需要構
造の変化で、実需者から
の要望が増加
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．地域の創意工夫による産地競争力の強化（産地基幹施設等支援タイプ）
① 産地収益力の強化

産地農業において中心的な役割を果たしている農業法人や農業者団体等による集出荷貯
蔵施設等の産地の基幹施設の整備等を支援します。
② 産地合理化の促進
産地の集出荷、処理加工体制の合理化に必要な産地基幹施設等の再編等を支援します。
③ 食品流通の合理化

品質・衛生管理の強化等を図る卸売市場施設、産地・消費地での共同配送等に必要な
ストックポイント等の整備を支援します。
④ みどりの食料システム戦略の推進
みどりの食料システム戦略に掲げる取組（化学農薬の低減、化学肥料の低減、有機

農業の拡大、ゼロエミッション化等）の推進に必要な施設の整備等を支援します。

２．生産構造の急速な変化に対応するための生産事業モデル等の育成
① 生産事業モデル支援タイプ
核となる事業者が連携する生産者の作業支援など様々な機能を発揮しつつ、安定的な

生産・供給を実現しようとする生産事業モデルの育成を支援します。
② 農業支援サービス事業支援タイプ

農業支援サービス事業の育成に必要な農業用機械等の導入を支援します。

強い農業づくり総合支援交付金
【令和４年度予算概算要求額 19,310（14,164）百万円】

＜対策のポイント＞
産地の収益力強化と持続的な発展のため、強い農業づくりに必要な産地基幹施設の整備等を支援します。また、地域農業者の減少や労働力不足等生産

構造の急速な変化に対応するための生産事業モデルや農業支援サービス事業の育成を支援します。
＜事業目標＞
○ 加工・業務用野菜の出荷量（直接取引分）の拡大（98万トン［平成29年度］→145万トン［令和12年度まで］）
○ １中央卸売市場当たりの取扱金額の増加（695億円［平成28年度］→719億円［令和６年度まで］ ）
○ 農林水産分野の温室効果ガスの削減（P）［令和12年まで］

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］
（１①②④、２①の事業）農産局総務課生産推進室 （03-3502-5945）
（１③の事業） 新事業・食品産業部食品流通課 （03-6744-2059）
（２②の事業） 農産局技術普及課生産資材対策室（03-6744-2111）

国
都道府県 市町村交付（定額）

１/２以内等 １/２以内等

農業者等

農業者等
１/２以内等

定額、１/２以内

【国直接採択】

Ａ 産地基幹施設等支援タイプ
・助成対象：農業用の産地基幹施設
・補助率 ：1/2以内等
・上限額 ：20億円等

産
地
競
争
力
の
強
化

【都道府県向け交付金】

・助成対象：推進事業（農業用機械、実証等）
整備事業（農業用施設）

・補助率 ：定額、1/2以内
・上限額 ：推進事業5,000万円

整備事業20億円

Ｂ 生産事業モデル支援タイプ

Ｃ 農業支援サービス事業支援タイプ
・助成対象：農業用機械等
・補助率 ：1/2以内
・上限額 ：1,500万円

モ
デ
ル
等
の
育
成

産地のニーズに合わせた
農業支援サービスを提供

（農機シェアリング、データ分析 等）

農業支援サービス
事業体

A産地
B産地

C産地

みどりの食料システム戦略の推進【30億円】
１.①～③のメニューとは別枠で、みどりの食料システム戦略推進のための取組に必要な施設を整備

優先枠の設定
「攻めの農業」の実現に向け、次の取組を積極的に支援

b 集出荷・加工の効率化に向けた再編合理化【20億円】
高収益な産地体制への転換を図るために、集出荷・処理加工施設等の再編合理化

a 中山間地域の競争力強化【20億円】
中山間地域の地域別農業振興計画に基づき行う取組に必要となる産地基幹施設の整備等

c 重点政策の推進【10億円】
水田農業の高収益化、スマート農業を行う取組に必要となる集出荷貯蔵施設等の整備

※この他、加算ポイントにより、輸入農畜産物の国産への切替え、環境保全の取組等を推進

（１の事業）

（２の事業） 16



⽇本型直接⽀払のうち
環境保全型農業直接⽀払交付⾦ 【令和４年度予算概算要求額 2,926（2,450）百万円】
＜対策のポイント＞

農業の持続的な発展と農業の有する多⾯的機能の発揮を図るために､農業⽣産に由来する環境負荷を軽減するとともに、地球温暖化防⽌や⽣物多様性
保全等に効果の⾼い農業⽣産活動を⽀援します。

＜事業⽬標＞
温室効果ガス排出削減への貢献、⽣物多様性保全の推進

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．環境保全型農業直接⽀払交付⾦ 2,781（2,360）百万円

① 対象者︓農業者の組織する団体、⼀定の条件を満たす農業者等
② 対象となる農業者の対象となる要件

ア 主作物について販売することを⽬的に⽣産を⾏っていること
イ 国際⽔準ＧＡＰを実施していること

※ 指導や研修に基づく取組の実践です。認証取得を求めるものではありません。
ウ 環境保全型農業の取組を広げる活動（技術向上や理解促進に

係る活動等）取り組むこと
③ ⽀援対象活動
化学肥料、化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて
⾏う地球温暖化防⽌や⽣物多様性保全等に効果の⾼い営農活動

※環境保全型農業の取組拡⼤に必要な活動に対する加算を拡充
２．環境保全型農業直接⽀払推進交付⾦等 145（90）百万円
① 環境保全型農業直接⽀払推進交付⾦ 128（81）百万円

都道府県、市町村等による環境保全型農業直接⽀払交付⾦事業の
推進を⽀援します。
② 環境保全型農業効果調査事業委託費 17（９）百万円

本交付⾦の効果の検証に必要な調査・分析を実施します。

国 都道府県 農業者団体等

＜事業の流れ＞
定額 定額

市町村等
定額

［お問い合わせ先］農産局農業環境対策課（03-6744-0499）
国 ⺠間団体等

委託 （１、２ ① の事業）
（２ ② の事業）

化学肥料、化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて⾏う以下の取組
▶ 全国共通取組

▶ 地域特認取組 地域の環境や農業の実態等を踏まえ、都道府県が申請し、国が承認した、
地域を限定した取組（冬期湛⽔管理、炭の投⼊等）

本制度は、予算の範囲内で交付⾦を交付する仕組みです。申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付⾦が減額されることがあります。✤

注１）国際⽔準の有機農業を実施していることが要件となります。
有機JAS認証取得を求めるものではありません。

注２）⼟壌診断を実施するとともに、堆肥の施⽤、カバークロップ、
リビングマルチ、草⽣栽培のいずれかを実施していただきます。

注３）前作の畝を利⽤し、畝の播種部分のみ耕起する専⽤播種
機により播種を⾏う取組です。

有機農業 堆肥の施⽤

カバークロップ ⻑期中⼲し

国が定めた全国を対象とする取組
全国共通取組 交付単価

（円/10a）
有
機
農
業
注１）

そば等雑穀、飼料作物以外 12,000円
このうち、炭素貯留効果の⾼い有機農業を実施
する場合注2）に限り、2,000円を加算。
そば等雑穀、飼料作物 3,000円

堆肥の施⽤ 4,400円

カバークロップ 6,000円

リビングマルチ
（うち、⼩⻨・⼤⻨等）

5,400円
(3,200円)

草⽣栽培 5,000円
不耕起播種注３） 3,000円
⻑期中⼲し 800円
秋耕 800円

※交付単価は、都道府県が設定します。※配分に当たっては、全国共通取組が優先されます。

加算項⽬ 措置内容 交付単価

環境整備加算 病害⾍の発⽣源となる近隣の管理不良農地を整備する活動（簡
易な草刈りや防除等）を⽀援 10,000円/10a

取組広域化加算 環境保全型農業の新規取組者の受⼊れ・定着に向けた活動を新
規取組⾯積に応じて⽀援 4,000円/10a

【⽀援対象取組・交付単価】

【加算措置】（令和４年度拡充事項）
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．家畜能⼒等向上強化推進

遺伝⼦解析技術等を活⽤した新たな評価⼿法や始原⽣殖細胞（PGCs）保存
技術等により、⽣涯⽣産性の向上、遺伝的多様性を確保した家畜の系統・品種の
活⽤促進、⾁質・繁殖能⼒の改良の加速化等を推進する取組を⽀援します。
２．繁殖肥育⼀貫経営等育成⽀援

⾁⽤⽜⽣産の繁殖基盤の強化を図るため、⾁⽤⽜肥育経営における⼀貫化や
地域内⼀貫⽣産を推進し、⼀貫⽣産体制を普及啓発する取組を⽀援します。
３．和⽜の信頼確保対策

我が国の貴重な知的財産である和⽜の⾎統に関する信頼を確保するため、遺伝
⼦型の検査によるモニタリング調査を推進する取組を⽀援します。
４．草地⽣産性向上対策

不安定な気象に対応したリスク分散技術の活⽤、⾼栄養価牧草の導⼊等により
粗飼料の安定的な収量確保、輸⼊粗飼料からの置き換えを図るため、草地改良や
飼料作物の優良品種利⽤・安定⽣産、飼料⽤種⼦の備蓄の取組を⽀援します。
５．飼料⽣産利⽤体系⾼効率化対策

飼料⽣産組織の作業効率化・運営強化や地域ぐるみでの⾃給飼料の増産、⼦
実⽤とうもろこし等の国産濃厚飼料の⽣産振興の取組を⽀援します。
６．国産飼料資源⽣産利⽤拡⼤対策

放牧、未利⽤資源の活⽤等促進・⽣産体制構築の取組を⽀援します。
７．持続的飼料⽣産対策

温室効果ガス削減飼料の畜産物の品質への影響分析等の取組を推進します。

Ⅰ 飼料⾃給率の向上
ⅰ 畜産⽣産⼒・⽣産体制強化対策事業 【令和４年度予算概算要求額 1,661（887）百万円】
＜対策のポイント＞
家畜の増頭と併せ、⾁⽤⽜・乳⽤⽜・豚・鶏の改良や飼料作物の優良品種の利⽤を推進するとともに、⾁⽤⽜の繁殖肥育⼀貫経営や地域内⼀貫⽣産、
和⽜の信頼確保のための遺伝⼦型の検査、国産飼料の⼀層の増産・利⽤のための体制整備により、畜産物の⽣産⼒及び⽣産体制の強化を図ります。

＜事業⽬標＞［平成30年度→令和12年度まで］
○⽣乳⽣産量︓728万トン→780万トン ○⽜⾁⽣産量︓33（48）万トン→40（57）万トン ○豚⾁⽣産量︓90（128）万トン→92（131）万トン
○鶏⾁⽣産量︓160万トン→170万トン ○鶏卵⽣産量︓263万トン→264万トン ○飼料⾃給率︓25％→34％ ※（）は枝⾁換算

５．飼料⽣産の効率化 ６．放牧、未利⽤資源の
活⽤

未利⽤地に
おける放牧

飼料資源として活⽤する
ための取組を⽀援

⾃動操舵装置

⼦実⽤とうも
ろこしの収穫

飼料⽣産組織の運営強化、
ICTによる作業効率化、
地域ぐるみでの⾃給飼料の
増産等の取組を⽀援

未利⽤資源の
活⽤等促進・
⽣産体制構築

４．気象リスク分散技術、
⾼栄養価牧草の導⼊

９⽉
８⽉

６⽉
７⽉

OG︓１番草

OG︓２番草

OG︓３番草
TY︓２番草

TY︓１番草
複数草種
の導⼊等
による収
穫適期の
拡⼤

⾼栄養価
牧草主体
草地への
転換

地域ぐるみ
の取組

[お問い合わせ先] （１~３の事業）畜産局畜産振興課（03-6744-2587）
（４~７の事業） 飼料課 （03-6744-7192）

＜事業の流れ＞

国 ⺠間団体等 ⽣産者
集団等

（１、３〜７の事業）⺠間団体等
定額、1/2以内

定額、1/2以内

定額、1/2以内

（２の事業）
定額

（４〜６の事業）

(注)OG︓オーチャード、TY︓チモシー

１．家畜能⼒等の向上強化 ３．和⼦⽜の
遺伝⼦型の検査

２．肥育経営の⼀貫化

登記上の⽗は
⼈気種雄⽜

・国産和⽜の信頼低下
・購⼊者の利益の遺失

モニタリング調査を通じ、
⾎統⽭盾事案の発⽣を抑⽌

⼦⽜
⺟⽜

肥育

繁殖経営 肥育経営

売買

⼦⽜
⺟⽜

繁殖肥育⼀貫経営

肥育

⼦⽜価格に
左右されず
経営が安定

特定の能⼒と
関連のある塩
基配列をどれ
だけ多く含むか

⽐較

しかし、
実の⽗は
登記と
異なる⽜

泌乳能⼒
が⾼い⽜と
推定
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
1. 地域の状況に応じた「ビジョンづくり」と「具体的な取組の実⾏」への⽀援

集落営農組織の構成員の⾼齢化や減少が進む中で、将来にわたって農地を持
続的に利⽤できるよう、集落営農の活性化に向けたビジョンづくり、その実現に向け
た⼈材の確保、収益⼒向上に向けた取組、組織体制の強化、効率的な⽣産体
制の確⽴など、地域の状況を踏まえて総合的に⽀援します。

（⽀援期間︓最⻑５年）
①ビジョンづくりへの⽀援 【定額】

集落営農の⽬指す農業の姿と具体的な戦略の検討、集落内⼜は近隣集落
等との合意形成を⽀援

②具体的な取組の実⾏への⽀援
ア 取組の中核となる⼈材を確保するため、候補となる若者等を雇⽤する経費
（賃⾦等） 【定額（100万円上限/年）、最⻑３年間】

イ 収益⼒向上の柱となる経営部⾨の確⽴等のため、⾼収益作物の試験栽培、
加⼯品の試作、販路開拓などに取り組む経費 【定額】

ウ 信⽤⼒向上等に向けた組織の法⼈化に必要な経費 【定額（25万円）】
エ 効率的な⽣産のための共同利⽤機械等の導⼊経費 【1/2以内】

※【 】は補助率等
２. 関係機関によるサポートの取組を⽀援
集落営農の取組を都道府県（普及組織）やJA、市町村等の地域の関係機関

が集中的にサポートするために必要な経費を⽀援します。 【定額】

集落営農活性化プロジェクト促進事業
【令和４年度予算概算要求額 2,951（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
集落営農における活性化に向けたビジョンづくりや⼈材の確保、新たな作物の導⼊等の取組を⽀援します。

＜事業⽬標＞
全農地⾯積に占める担い⼿が利⽤する⾯積の割合の増加（８割［令和５年度まで］）

＜事業の流れ＞

国 都道府県
定額等

［お問い合わせ先］経営局経営政策課（03-6744-0576）

定額、
1/2以内

定額、
1/2以内

市町村
集落営農組織

・経営状況等の分析 ・取組の提案、話合いのサポート
・連携先の紹介・調整 ・栽培技術等の指導 等

（２の事業）

（１の事業）

「

候補となる若者等の雇⽤に係る賃⾦・
社会保険料

新たな取組の中核となる⼈材の確保

収益⼒向上の柱となる経営部⾨の確
⽴

集落の⼈⼿に依存しない効率的な
⽣産体制の確⽴

信⽤⼒の向上、就労環境の整備など
経営発展を⽀える組織体制の強化

⾼収益作物の試験栽培、加⼯品の試
作、販路開拓などに係る経費

⼤型の共同利⽤機械等の導⼊経費

法⼈化に係る定款作成・登記などの
経費

課 題

課題を乗り越えるための集落による取組（例）

ビジョン 実⾏のための⽀援

普及組織、JA、市町村等が集中的にサポート

集落・農業者の⾼齢化・減少が加速化する中で
・先進的な技術等の知⾒や多様な発想⼒による新たな集落営農の取組の展開
・持続的な経営に不可⽋な⼈材を雇⽤できる経営基盤
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農地中間管理機構による農地集約化の加速及び農業委員会による農地利用の最適化の推進

【令和４年度予算概算要求額 27,020（19,885）百万円】

＜対策のポイント＞
農業の成長産業化や所得の増大を進めていくためには、生産基盤である農地について、持続性をもって最大限利用されるようにしていく必要があります。このた

め、農地中間管理機構（農地バンク）による農地集積・集約化を加速するとともに、農地利用の最適化に向けた農業委員・農地利用最適化推進委員の積
極的な活動を支援します。

＜政策目標＞
全農地面積に占める担い手が利用する面積の割合の増加（８割［令和５年度まで］ ）

＜事業の全体像＞

農 地 中 間 管 理 機 構農 業 委 員 会 等 関 連 対 策

農地中間管理機構事業
農地バンクが、農地集積・集約化を加速するために必要な

取組を支援

機構集積協力金交付事業
農地バンクに対し農地を貸し付けた地域等を支援

農地利用最適化交付金
農地利用最適化推進委員等による農業委

員会の農地利用の最適化活動を支援

農業委員会交付金
農業委員会法に基づく農業委員会の事務

の円滑な処理のための支援

￮ 農業競争力強化基盤整備事業<公共>

￮ 農地耕作条件改善事業

￮ 持続的経営体支援交付金

￮ 持続的生産強化対策事業

地域内の分散・
錯綜した農地利用

担い手ごとに集約化
した農地利用Ａ

Ｂ Ｃ 農地の集積・集約化
でコスト削減

農地中間管理機構を中心とする関係者の連携
で農地の集積・集約化を推進

令和５年度８割に向け集積・集約化

うち、果樹支援対策、茶・薬用作物等支援対策

機構集積支援事業
農業委員会等が農地法等に基づく業務を効

果的・効率的に遂行できるようにするための支援

都道府県農業委員会ネットワーク
機構負担金・農地調整費交付金
都道府県農業委員会ネットワーク機構等が行う

農地法に規定された業務の実施等を支援

遊休農地解消緊急対策事業
農地バンクが遊休農地を積極的に借り受け、簡易な整備

を行った上で、担い手に農地集積・集約化する取組を支援
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農地中間管理機構事業 6,188（3,134）百万円

農地バンクの事業（農地賃料、保全管理費等）及び事業推進を支援します。
なお、きめ細かな現地活動を強化するため、現地コーディネーターを増員します。
また、農地バンクの農地買入等に対する利子助成を行います。

２．遊休農地解消緊急対策事業 1,806（ー）百万円
農地バンクが遊休農地を積極的に借り受け、簡易な整備を行った上で、担い

手に農地集積・集約化する取組を支援します。

３．機構集積協力金交付事業等 5,054（3,485）百万円
① 農作業受委託を含め、農地バンクを通じて集積・集約化に取り組む地域等に
対し、協力金を交付します。

② 基盤整備事業の農業者負担を軽減するため、協力金を交付します。

４．機構集積支援事業 3,497（2,791）百万円
遊休農地の所有者等の利用意向調査、所有者不明農地の権利関係調査、

出し手・受け手の意向等をタブレットで把握し、データベース化等を支援します。

５．農地利用最適化交付金 5,176（5,176）百万円
農地利用最適化推進委員等による農業委員会の農地利用の最適化活動に

要する経費を支援します。

農地中間管理機構による農地集約化の加速及び農業委員会による農地利用の最適化の推進のうち

農地中間管理機構による農地集約化の加速
【令和４年度予算概算要求額 21,722（14,587）百万円】

＜対策のポイント＞
農業の成長産業化や所得の増大を進めていくためには、生産基盤である農地について、持続性をもって最大限利用されるようにしていく必要があります。このた

め、農業委員会が現場で収集した農地情報等を踏まえ、関係機関が明確な役割分担の下、農地バンクを軸として、農作業受委託も含め、貸借を強力に推
進する取組を支援します。

＜政策目標＞
全農地面積に占める担い手が利用する面積の割合の増加（８割［令和５年度まで］ ）

＜事業の流れ＞

国

市町村

農業委員会

地域・農業者

都
道
府
県

農地バンク

交付等
（定額等）

等

［お問い合わせ先］
（１、２、３①の事業）経営局農地政策課 （03-6744-2151）
（３②の事業） 農村振興局農地資源課（03-6744-2208）
（４の事業） 経営局農地政策課 （03-6744-2152）
（５の事業） 農地政策課 （03-3591-1389）

農地利用最適化交付金

・農業委員会が行う最適化活動に係る活動量と成果について目標を定め、その達成度合いに応じ

て交付（委員報酬に限らず農業委員会の最適化業務に対し交付することが可能）

民間団体、全国農業委員会ネットワーク機構

農地バンクを軸とした、農作業受委託も含めた貸借の推進

農地バンクの配分機能の強化

農地バンクが中間保有する
農地に係る改善機能の強化

農地バンクの引受機能の強化

・農作業受委託も含め、まとまった農地を農地バンクへ貸し
付ける地域等への支援
・農業委員会が出し手・受け手の意向等の情報を効率的に
収集するための推進委員等へのタブレット端末の導入、デー
タベース化 等

・農地バンク自らが遊休農地を解消し、積極的な借受・転貸
を行う取組への支援 等

・農作業受委託も含め、まとまった農地について農地バンクを
通じて集約化に取り組む地域等への支援
・農地バンクが新規就農者向けに積極的に保有する農地へ
の支援 等

（１の事業の一部、２の事業）

（３の事業）

（４の事業の一部、５の事業）

（４の事業の一部） 21



【令和４年度予算概算要求額 26,280（26,100）百万円】

＜対策のポイント＞
中⼭間地域等において、農業⽣産条件の不利を補正することにより、将来に向けて農業⽣産活動を維持するための活動を⽀援します。

＜事業⽬標＞
耕作放棄を防⽌し、中⼭間地域等の農⽤地7.5万haの減少を防⽌［令和６年度まで］

＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞
１．中⼭間地域等直接⽀払交付⾦ 25,880（25,900）百万円
① 農業⽣産条件の不利な中⼭間地域等において、集落等を単位に、農⽤地を
維持・管理していくための取決め（協定）を締結し、それにしたがって農業⽣産活
動等を⾏う場合に、⾯積に応じて⼀定額を交付します。

② 令和４年度の拡充事項
ア 棚⽥の中でも超急傾斜農地については、棚⽥地域振興活動加算と超急傾斜
加算との重複が可能。

イ 棚⽥地域振興活動加算の交付⾦返還措置を⾒直し。
〔定量的⽬標が外部要因に⼤きく依存する場合、活動実績を⽰すことにより遡及返還の対象としない〕

ウ 農村地域づくり事業体（農村ＲＭＯ※）の形成を推進するため、集落機能
強化加算を拡充。

２．中⼭間地域等直接⽀払推進交付⾦ 400（200）百万円
制度の適正かつ円滑な実施に向けた都道府県、市町村等の推進体制を強化します。

「農業⽣産活動等を継続するための活動」のみを⾏う場合は交付単価の８割（基礎単価）、 これに加えて
「集落戦略の作成」を⾏う場合は交付単価の10割を交付（体制整備単価）

国 市町村都道府県 農業者等
定額

＜事業の流れ＞
定額 定額

10m

0.5m

⽥︓急傾斜
（傾斜︓1/20）

21,000円/10a

地⽬ 区分 交付単価
（円/10a）

⽥
急傾斜（1/20〜） 21,000
緩傾斜（1/100〜） 8,000

畑
急傾斜（15度〜） 11,500
緩傾斜（８度〜） 3,500

畑︓急傾斜
（傾斜︓15度）

11,500円/10a

2.7m

10m

【主な交付単価】

【対象地域】 中⼭間地域等
（地域振興８法と棚⽥法等指定地域及び知事が定める特認地域）

【対 象 者】 集落協定⼜は個別協定に基づき５年以上継続して耕作を⾏う農業者等

【加算措置】
加算項⽬（取組⽬標の設定・達成が必要） 10a当たり単価

棚⽥地域振興活動加算
棚⽥地域振興法に基づく認定棚⽥地域振興活動計画の対象棚⽥等
（⽥1/20以上、畑15度以上）の保全と地域の振興を⽀援
〔集落機能強化加算、⽣産性向上加算との重複は不可〕

10,000円
（⽥・畑）

超急傾斜農地保全管理加算
超急傾斜農地（⽥1/10以上、畑20度以上）の保全や有効活⽤を⽀援

6,000円
（⽥・畑）

集落協定広域化加算 【上限額︓200万円/年】
広域で集落協定を締結し、将来の集落維持に向けた活動を⽀援

3,000円
(地⽬にかかわらず)

集落機能強化加算 【上限額︓200万円/年】
新たな⼈材の確保、営農以外の組織との連携体制の構築等の取組を⽀援
〔農村ＲＭＯ※の形成を⽬指す場合は、計画毎に追加加算（令和４年度拡充事項）〕

⽣産性向上加算 【上限額︓200万円/年】
農地の集積・集約や所得向上、省⼒化技術の導⼊等の取組を⽀援

① 農業⽣産活動等を継続するための活動（耕作放棄の発⽣防⽌、⽔路・農道の管理活動等）
② 農業⽣産活動等の体制整備のための取組（集落戦略の作成）

【集落協定等に基づく活動】

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）

⽇本型直接⽀払のうち
中⼭間地域等直接⽀払交付⾦

※ 農村ＲＭＯ（Region Management Organization）︓複数の集落の機能を補完して、地域
資源（農地・⽔路等）の保全・活⽤や農業振興と併せて、買い物・⼦育て⽀援等の地域コミュニティの維
持に資する取組を⾏う事業体

※ 下線部は拡充事項
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中⼭間地農業ルネッサンス事業＜⼀部公共＞
【令和４年度予算概算要求額 47,794（40,602）百万円】

＜対策のポイント＞
本事業の取組に係る国の指針に即して、複数の市町村単位等で中⼭間地農業の振興を図る地域別農業振興計画を都道府県が策定し、この計画に基づく
地域特性を活かした活動の推進や各種⽀援事業の優先採択等を⾏うことで、中⼭間地農業を元気にします。

＜事業⽬標＞
中⼭間地域の特⾊を活かした営農と所得の確保に取り組み、事業⽬標を達成した地区の創出（350地区［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．(農⼭漁村振興交付⾦のうち）中⼭間地農業推進対策
① 中⼭間地農業ルネッサンス推進事業

地域の所得向上に向けた計画を深化させる取組等の⽀援と、棚⽥保全活動や複
合経営の実践等の推進をモデル⽀援するほか、都市部と農村部の連携強化・持続
化に向けた取組等を⽀援します。

② 農村ＲＭＯ形成推進事業
農村ＲＭＯ※を形成するため、農村地域づくり協議会等が作成する将来ビジョンに

基づく調査、⾏動計画策定や実証事業等の取組を⽀援するほか、中間⽀援組織
の育成を通じた伴⾛⽀援体制の構築等に対して⽀援します。

２．多様で豊かな農業と美しく活⼒ある農⼭村の実現に向けた⽀援
中⼭間地域の特⾊をいかした農業や、観光、福祉、教育等と連携した都市農村

交流や農村への移住・定住に向けた取組を推進します。

３．地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承
地域の共同活動を⽀援する多⾯的機能⽀払交付⾦等による取組を推進し、兼業
農家も含めた⼩規模な農業者も地域の重要な⼀員として⽀援します。

＜事業の流れ＞

国
都道府県

都道府県・団体

市町村・地域協議会

定額

定額定額

（１の事業の⼀部）

※ ２、３の事業の流れは事業ごとに異なります。 ［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）

中⼭間地農業推進対策
○ 中⼭間地農業ルネッサンス推進事業︓計画策定・体制整備等を⽀援する

元気な地域創出モデル⽀援︓具体的な取組を後押しし、優良事例の創出を加速
地域レジリエンス強化⽀援︓都市部と農村部の連携強化・持続化を⽀援
中⼭間地複合経営実践⽀援︓地域の特性を活かした複合経営の実践を⽀援

○ 農村RMO形成推進事業︓農村ＲＭＯの形成に対する取組を⽀援する

地域を下⽀え

[連携事業] 農⼭漁村振興交付⾦ （⼭村活性化対策）

・ 強い農業・担い⼿づくり総合⽀援交付⾦のうち産地基幹施設等⽀援タイプ
・ 機構集積協⼒⾦交付事業のうち地域集積協⼒⾦交付事業
・ 農業農村整備関係事業
・ 集落営農活性化プロジェクト促進事業
・ 持続的⽣産強化対策事業のうち果樹⽀援対策（未来型果樹農業等推進条件整備事業）
・ 持続的⽣産強化対策事業のうち茶・薬⽤作物等⽀援対策
・ みどりの⾷料システム戦略推進交付⾦のうち、バイオマス地産地消対策
・ 農⼭漁村振興交付⾦（農⼭漁村発イノベーション対策等）

多様で豊かな農業と美しく活⼒ある農⼭村の実現に向けた⽀援

[⽀援事業]
優先枠

優遇措置

・ 多⾯的機能⽀払交付⾦
・ 環境保全型農業直接⽀払交付⾦
・ ⿃獣被害防⽌総合対策交付⾦のうち整備事業
・ 畜産⽣産⼒・⽣産体制強化対策事業のうち国産飼料資源⽣産利⽤拡⼤対策

（放牧活⽤型持続的畜産⽣産推進）
・ 森林・⼭村多⾯的機能発揮対策交付⾦

地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承

[⽀援事業]
優先枠

優遇措置

[連携事業] 中⼭間地域等直接⽀払交付⾦

※農村ＲＭＯ（Region Management Organization）：複数の集落の機能を補完して、地域
資源（農地・⽔路等）の保全・活⽤や農業振興と併せて、買い物・⼦育て⽀援等の地域コミュ
ニティの維持に資する取組を⾏う事業体

※ 下線部は拡充内容

（１の事業の⼀部）
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○中山間地農業ルネッサンス推進事業

中山間地における高収益作物への転換や「複合経営の実践」等のモデル支援
を実施

○農村ＲＭＯ形成推進事業

複数の農村集落の機能を補完する農村ＲＭＯの形成に対する取組を支援

中山間地農業推進対策による支援

「中⼭間地農業ルネッサンス事業」における優遇措置等

○強い農業・担い手づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプ
施設ごとの交付対象上限事業費を1.3倍に拡大

○農山漁村発イノベーション等整備事業（６次産業化施設整備事業）
加工・販売施設等の整備に対して交付率を嵩上げ（3/10→1/2）

○みどりの食料システム戦略推進交付金のうちバイオマス地産地消対策
バイオマス利活用高度化施設の整備に対して交付率を嵩上げ（1/3→1/2）

上限事業費・交付率の拡大
○機構集積協力金交付事業のうち地域集積協力金交付事業

農地バンクの最低活用率要件を平地の１/５に緩和（平地:20％超→中山間地:
４％超）等

○多面的機能支払交付金
広域活動組織の設立要件を変更（｢農用地面積が200ha以上｣→｢農用地面積が

50ha以上｣又は｢３集落以上での組織の構成｣）

○環境保全型農業直接支払交付金
交付金を受けるための事業要件（技術指導等の｢推進活動｣）を免除

事業要件の緩和等

採択に当たっての配慮

○農山漁村振興交付金
農泊推進対策、農福連携対策で審査時に配慮、最適土地利用対策、農山漁村

発イノベーション等整備事業（農山漁村活性化整備対策事業）で審査時のポイ
ント加算、農山漁村発イノベーション等整備事業（６次産業化施設整備事業）
で中山間地域等で取組を行う場合に優先的に採択

○鳥獣被害防止総合対策交付金（うち整備事業）
被害防止施設等の整備を行う場合に審査時のポイント加算

○森林・山村多面的機能発揮対策交付金
農地等の維持保全にも資するような取組を行う場合に優先的に採択

○みどりの食料システム戦略推進交付金のうちバイオマス地産地消対策
中山間地域等で取組を行う場合に優先的に採択

○持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等支援対策
中山間地域等で取組を行う場合に優先的に採択

〇集落営農活性化プロジェクト促進事業
中山間地域等で取組を行う場合に優先的に採択

※下線部は本年度拡充事項

○強い農業・担い手づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプ

都道府県知事が特に必要と認める場合に、面積要件を適用せずに実施

○農業農村整備関係事業
（１）農業競争力強化基盤整備事業

・ 農地整備事業（中山間傾斜農地型）について、高収益作物の導入を条件に、
農地集積率の要件30％（その他の型においては50％）で実施

・ 農地中間管理機構関連農地整備事業について、中山間地域等に対する受益
面積要件を緩和（10ha以上→５ha以上）

・ 水利施設等保全高度化事業について、中山間地域等における受益面積要件
を緩和（20ha以上→10ha以上）

（２）農山漁村地域整備交付金、農村整備事業
農道の保全対策について、過疎地域等の条件不利地域においては受益面積

要件30ha以上（その他地域においては50ha以上）で実施

○畜産生産力・生産体制強化対策事業のうち国産飼料資源生産利用拡大
対策（放牧活用型持続的畜産生産推進）
新たに繁殖雌牛放牧に取り組む場合に確保すべき放牧地の面積を緩和して実

施

受益面積要件の緩和
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．中⼭間地農業ルネッサンス推進事業
① 中⼭間地農業ルネッサンス推進⽀援
中⼭間地域等の特⾊を活かした総意⼯夫あふれる取組及び地域の所得向上に向
けた計画を深化させる取組等を⽀援します。
② 元気な地域創出モデル⽀援
収益⼒向上に向けた具体的な取組を後押しすることで、全国の取組の⾒本となる
優良事例創出の加速化を推進します。（上限500万円/地区）
③ 地域レジリエンス強化⽀援
平常時から中⼭間地域と都市地域において持続的な関係を構築し、⾃然災害の
ような不測の事態が⽣じた際にも、都市地域の避難⺠受け⼊れといった災害時の円
滑な避難対応等を実現するため、地域レジリエンス強化連携協定の締結、協定に基
づく活動を⽀援します。（上限500万円/地区）
④ 中⼭間地複合経営実践⽀援
中⼭間地域において、地域外からの移住者等が取り組みやすい多品⽬の園芸作
物を組み合わせた複合経営モデルの検討、モデル栽培実証、マスタープランの策定
等の取組を⽀援します。(最⼤3年間の継続⽀援)

２．農村ＲＭＯ形成推進事業
① 農村ＲＭＯ形成⽀援
② 農村ＲＭＯ形成伴⾛⽀援

農⼭漁村振興交付⾦のうち
中⼭間地農業推進対策

【令和４年度予算概算要求額 10,215（9,805）百万円の内数】
＜対策のポイント＞
中⼭間地域において、中⼭間地農業ルネッサンス事業の地域別農業振興計画を深化させる取組、地域の特性を⽣かした複合経営等の多様な農業の推進、

複数の農村集落の機能を補完する「農村地域づくり事業体（農村ＲＭＯ）」の形成等に対する⽀援を実施します。

＜事業⽬標＞
中⼭間地域の特⾊を活かした営農と所得の確保に取り組み、事業⽬標を達成した地区の創出（350地区［令和７年度まで］）

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）

＜事業の流れ＞
２．農村ＲＭＯ形成推進⽀援

※下線部は拡充内容
※8法指定地域等

１．中⼭間地農業ルネッサンス推進事業

○中⼭間地複合経営実践⽀援

①多品⽬園芸作物の導⼊
に向けた環境整備

②複合経営計画
の栽培実証

経営モデルの検討実践
【⽣産計画・栽培実証】

複合経営の確⽴
【栽培技術の確⽴】

マスタープラン策定
【モデルの横展開】

●複合経営モデル実践・普及計画策定⽀援

●モデル実証⽀援

○元気な地域創出モデル⽀援

○中⼭間地農業ルネッサンス推進⽀援

複数の農村集落の機能を補完する「農村地域づくり事業体（農村ＲＭＯ）」の
形成を推進

《新メニュー開発の講習会》 《農薬使⽤に関する研修会》《専⾨家を招いたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ》

⾼収益作物の⽣産 棚⽥地域の保全・振興

《実証ほ場の設置》 《棚⽥を望む東屋》

⾼付加価値化・販売⼒強化

《加⼯品の試作》

《栽培技術の普及》

《野菜と果樹の複合経営》

＋
ミニトマト

ぶどう

定額国
市町村、地域協議会

定額

都道府県・⺠間団体

（１、２①の事業）都道府県

（１、２②の事業）

定額
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農⼭漁村振興交付⾦のうち
農村ＲＭＯ形成推進事業 【令和４年度予算概算要求額 10,215（9,805）百万円の内数】
＜対策のポイント＞
中⼭間地域において、複数の農村集落の機能を補完する「農村地域づくり事業体（農村ＲＭＯ）」の形成を推進するため、農村ＲＭＯを⽬指して農村地
域づくり協議会が⾏う実証事業等の取組や農村ＲＭＯを⽬指す組織の伴⾛者となる中間⽀援組織の育成等の取組に対する⽀援を実施します。

＜事業⽬標＞
中⼭間地域の特⾊を活かした営農と所得の確保に取り組み、事業⽬標を達成した地区の創出（350地区［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．農村ＲＭＯ形成⽀援

農村地域づくり協議会等が作成する将来ビジョンに基づく農林地保全、地域資
源活⽤、農⼭漁村⽣活⽀援等にかかる調査、⾏動計画作成、実証事業等の取
組を⽀援します。
【事業期間︓３年間等、交付率︓定額】

２．農村ＲＭＯ形成伴⾛⽀援
中間⽀援組織の育成を通じて農村ＲＭＯ形成を効率的に進めるため、伴⾛
⽀援体制の構築等に対して⽀援します。

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）

農村ＲＭＯ（Region Management Organization）：複数の集落の
機能を補完して、地域資源（農地・⽔路等）の保全・活⽤や農業振興と併せて、
買い物・⼦育て⽀援等の地域コミュニティの維持に資する取組を⾏う事業体

＜事業の流れ＞

農村ＲＭＯ形成推進事業

【⽀援対象】
・調査・分析
・⾏動計画作成
・実証事業 等

ワークショップ 研修会 先進地視察

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰｸﾞﾙｰﾌﾟ

中間⽀
援組織

地域

中間⽀
援組織

地域 地域 地域

農村ＲＭＯ形成⽀援

農村ＲＭＯ形成伴⾛⽀援

農村地域づくり事業体（農村ＲＭＯ）のイメージ

農林地等の保全、農業⽣産

⾃治会・町内会
婦⼈会・ＰＴＡ
社会福祉協議会など

集落協定、集落営農
農業⽣産法⼈
など

農村地域づくり協議会

集落
協定

総
務
部

⽣
活
部

交
流
部

産
業
部

資
源
部

集落
協定

集落
協定集落 集落

営農
農業
法⼈

Ａ集落 Ｂ集落 Ｃ集落Ｄ集落Ｅ集落 Ｆ集落

●複数の集落による集落協定等と⾃治会など多様な地域
の関係者が連携して農村地域づくり協議会を設⽴
●地域の話し合いにより、農林地等の保全、地域資源の
活⽤、農⼭漁村の⽣活⽀援に係る将来ビジョンの策定

【事業対象分野】
地域資源活⽤事業 農⼭漁村⽣活⽀援農林地保全等事業

集荷作業と併せた買い物⽀援農地周辺・林地の草刈り作業 直売所を核とした域内経済循環

定額

国
地域協議会

定額

定額
都道府県

（２の事業）

（１の事業）

都道府県、⺠間団体

※下線部は拡充内容
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＜事業の全体像＞

農⼭漁村振興交付⾦
【令和４年度予算概算要求額 10,215（9,805）百万円】

＜対策のポイント＞
地域の創意⼯夫による活動の計画づくりから農業者等を含む地域住⺠の就業の場の確保、農⼭漁村における所得の向上や雇⽤の増⼤に結びつける取組

を取組の発展段階に応じて総合的に⽀援し、農林⽔産業に関わる地域のコミュニティの維持と農⼭漁村の活性化及び⾃⽴化を後押しします。

＜政策⽬標＞
都市と農⼭漁村の交流⼈⼝の増加（1,540万⼈［令和７年度まで］） 等

都 市 部

農 ⼭ 漁 村 地 域 情
報
発
信

都市農業の持つ多様な機能

具
体
的
な
エ
リ
ア

︵
中
⼭
間
地
域
な
ど
︶

具
体
的
な
ツ

ル
︵
ヒ
ト
・
コ
ト
・
モ
ノ
︶

① 地域活性化対策

地域住⺠による計画づくり

ソフト
地域活性化のための活動計画づくりや
コミュニティ維持の取組等を⽀援。

⑨ 都市農業機能発揮対策 ソフト

都市農地貸借による担い⼿づくりへの⽀援

都市農業への関⼼の喚起や多様な機能
の発揮に資する取組を⽀援。

② 中⼭間地農業推進対策

農村ＲＭＯによる農林地保全

ソフト ハード

中⼭間地域での収益⼒向上
に向けた取組や農村ＲＭＯ
形成を⽀援。

③ ⼭村活性化対策 ソフト

⼭菜を利⽤した商品開発

振興⼭村での地域資源を
⽤いた地域経済の活性化
の取組を⽀援。

交

流

就
農
移
住 地域資源を活⽤した新事業

④ 農⼭漁村発イノベーション対策 ソフト ハード

農⼭漁村の地域資源を活⽤
し、新たな価値を創出する
取組等を⽀援。

ソフト ハード⑤ 農泊推進対策

農家⺠宿

観光コンテンツ開発や滞在
施設等の整備、国内外への
PR等を⽀援。

⑥ 農福連携対策

⼈材育成研修

ソフト ハード

農林⽔福連携の推進に向け、
障害者等に配慮した施設整備
等を⽀援。

⑧ 情報通信環境整備対策

通信施設

ハード

インフラ管理や地域活性化
等に必要な情報通信環境の
整備を⽀援。

農地の粗放的利⽤

⑦ 最適⼟地利⽤対策 ソフト ハード

農地の粗放的利⽤に
よるモデル的な取組
等を⽀援。

スタートアップ 取組の具体化・実⾏+
コミュニティでの合意形成段階から実⾏段階までそれぞれの発展段階に応じた対策を実施

コ
ミ

ニ
テ

の
維
持

農
⼭
漁
村
の
活
性
化
・
⾃
⽴
化

［お問い合わせ先］農村振興局都市農村交流課（03-3502-5946）※下線部は拡充内容 27



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．活動計画策定事業
○ 農⼭漁村が持つ豊かな地域資源を活⽤した地域の創意⼯夫による地域活性化のための活動計画策定をアドバイ
ザーを活⽤したワークショップの開催等により⽀援します。
○ 活動計画に掲げられた取組を実施するための体制構築、実証活動及び専⾨的スキルの活⽤等を⽀援します。
【 事業期間︓3年間 、 交付率︓定額（上限:１年⽬500万円、２年⽬250万円等）※ 】
※条件不利地においては、交付期間の延⻑・上限額の加算措置あり。また、専⾨的スキルを活⽤する場合には、交付期間の延⻑・上限額の加算措置あり。

２．農⼭漁村関わり創出事業
○ 農繁期の⼿伝いや地域資源の保全等の農⼭漁村での様々な活動について、農⼭漁村に興味がある多様な⼈材が
関わることができる仕組みを構築する取組等を⽀援します。

○ 農⼭漁村の地域づくりを担う⼈材の育成等を⽀援します。
【 事業期間︓２年間等 、 交付率︓定額 】

３．農⼭漁村情報発信事業
○ 農⼭漁村のポテンシャルを引き出して地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良な事例の横展開や、多様な価
値を有する農業遺産・世界かんがい施設遺産等の理解醸成及び保全・活⽤に向けた基盤・体制づくりを⽬的とした、
情報発信の取組に対して⽀援します。
【 事業期間︓１年間 、 交付率︓定額 】

農⼭漁村振興交付⾦のうち
地域活性化対策 【令和４年度予算概算要求額 10,215（9,805）百万円の内数】

＜事業の流れ＞ ［お問い合わせ先］
（１の事業、２の事業） 農村振興局都市農村交流課 （03-3502-5946）
（２の事業のうち地域づくり⼈材の育成） 農村計画課 （03-6744-2203）
（３の事業のうち優良事例の横展開） 都市農村交流課 （03-3502-5946）
（３の事業のうち理解醸成及び基盤・体制づくり） ⿃獣対策・農村環境課（03-6744-0250）

このボックス内は12pt 枠の上下幅調整可 上下中央揃え＜対策のポイント＞
農⼭漁村の⾃⽴及び維持発展に向けて、地域住⺠が⽣き⽣きと暮らしていける環境の創出を⾏うためのきっかけをつくり、農⼭漁村について広く知ってもらうこと

を⽬的として、農⼭漁村の活性化を推進します。

＜事業⽬標＞
地域課題の抽出や、課題解決のための活動計画の策定・実証を⾏う地域の創出（100地域［令和６年度まで］）

国

定額

定額、 1/2

NPO法⼈、
⺠間企業等

市町村を構成員に含
む地域協議会 （１の事業）

（２、３の事業）

地域の活動計画の策定
（ワークショップの開催）

体制構築及び実証活動
（⾼齢者の移動確保）

農作業体験 農⼭漁村の多様な活動への参加

WebサイトやSNSによる
優良事例の情報発信

多様な地域資源の理解醸成や
保全・活⽤に向けた基盤・体制づくり

※下線部は拡充内容
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農⼭漁村関わり創出事業
① 農繁期の⼿伝いや地域資源の保全等の農⼭漁村での様々な活動に
ついて、農⼭漁村に興味がある多様な⼈材が関わることができる仕組み
を構築する取組等を⽀援します。
⼈材の派遣先の農⼭漁村における⼈材ニーズを調査するとともに、派
遣される⼈材に対する事前研修を実施します。

② 受⼊地域や参加者の募集に際しての⼀元的な広報や実施主体同⼠
の情報交換の場となるプラットフォームの構築等、農⼭漁村体験を更に効
果的に実施するための取組等を⽀援します。

③ 農⼭漁村の課題解決に向けた取組のコーディネート等の地域づくりを
担う⼈材の育成等を⽀援します。

農⼭漁村振興交付⾦（地域活性化対策）のうち
農⼭漁村関わり創出事業

【令和４年度予算概算要求額 10,215（9,805）百万円の内数】
＜対策のポイント＞
農⼭漁村の⾃⽴及び維持発展に向けて、地域の課題や需要に応じて、農⼭漁村地域における様々な取組に都市部等の多様な⼈材が関わることができる
仕組みの構築や、課題解決に向けた取組のコーディネート等を⾏う地域づくり⼈材の育成等により、農⼭漁村の活性化を推進します。

＜事業⽬標＞
地域課題の抽出や、課題解決のための活動計画の策定・実証を⾏う地域の創出（100地域［地域活性化対策として令和６年度まで］）

＜事業の流れ＞

国 NPO法⼈、
⺠間団体等

定額
（１の①事業…２年間）
（１②、③の事業…１年間）

［お問い合わせ先］（１の①②の事業）農村振興局都市農村交流課 （03-3502-6002）
（１の③の事業） 農村計画課 （03-6744-2203）

募集

助成

農林⽔産省

仕事の
依頼

農⼭漁村のニーズに合った⼈材の派遣・短期雇⽤

（農⼭漁村への労働⼒・専⾨的知識の提供）

⽀援対象

（地域づくり⼈材の育成）

⾃治体

＜修了⽣を中⼼とした地域運営＞＜農繁期の⼈⼿＞＜地域資源の保全＞
＜農村での
新ビジネス＞

農⼭漁村での取組

相
互
連
携

⽀給（旅費・研修⼿当 等）事前研修

中間⽀援団体（⺠間団体等）

ミッシングワーカー
市⺠農園利⽤者
学⽣、企業⼈材 等

都市部等の多様な⼈材

＜地域づくりを担う⼈
材の育成＞

基礎調査
(労務⼈数
要求⼈材)

農⼭漁村のニーズを調査

※下線部は拡充内容
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．農⼭漁村発イノベーション推進⽀援事業

2次・3次産業と連携した加⼯・直売にかかる商品開発、農林⽔産物や農林⽔産業に関わる多様
な地域資源を新分野で活⽤した商品・サービスの開発、これらにかかる研究開発等を⽀援します。
（上限500万円／地区）

２．農⼭漁村発イノベーションサポート事業
① 中央サポートセンターにおいて、都道府県サポートセンターと連携した⽀援を実施するとともに、より⾼
度な専⾨家の派遣を通じた重点的な伴⾛⽀援や農⼭漁村で新事業を興す起業家と農⼭漁村のマッ
チングの取組等を⽀援します。

② 都道府県サポートセンターによる農⼭漁村発イノベーションに取り組む事業者への伴⾛⽀援や地⽅公
共団体による農⼭漁村発イノベーションに取り組む⼈材の育成等の取組等を⽀援します。

３．農⼭漁村発イノベーション等整備事業
① 農⼭漁村活性化法に基づき、都道府県や市町村が作成した活性化計画の実現に向けて、農産物
加⼯・販売施設、地域間交流拠点等の整備を⽀援します。

② 六次産業化・地産地消法に基づき、農林漁業者の組織する団体等が作成した総合化事業計画等
の実現に向けて、加⼯・販売施設等の整備を⽀援します。

農⼭漁村振興交付⾦のうち
農⼭漁村発イノベーション対策

【令和４年度予算概算要求額 10,215（9,805）百万円の内数】

［お問い合わせ先］
（１、２の事業） 農村振興局都市農村交流課（03-3502-5946）
（３の事業） 地域整備課 （03-3501-0814）

農⼭漁村発イノベーション推進⽀援事業

農⼭漁村発イノベーションサポート事業

＜事業の流れ＞

国
⺠間団体等

都道府県
農林漁業者、市町村、⺠間事業等定額 定額

定額

（１の事業）

（２①の事業）

地⽅公共団体 農林漁業者の組織する団体等定額 3/10、1/2等
（３の事業）

定額
（２②の事業）

農⼭漁村発イノベーション等整備事業

集出荷・貯蔵・加⼯施設農産物直売所 地元⾷材を使⽤した
レストラン

⽀援要請

中央プランナー⼜はエグゼクティブプランナー
による伴⾛⽀援

問合せ・相談

地域プランナー
による伴⾛⽀援中央

サポートセンター

都道府県
サポートセンター 農林漁業者等

(⽀援希望者)

サポートセンター（相談窓⼝）

森林を利⽤したヒーリング事業農産物を利⽤した新商品開発 エネルギー事業

＜対策のポイント＞
農林⽔産物や農林⽔産業に関わる多様な地域資源を活⽤し、新事業や付加価値を創出することによって、農⼭漁村における所得と雇⽤機会の確保を図
る取組等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
農⼭漁村発イノベーションに取り組んでいる優良事業体数の増加（100事業体［令和７年度まで］） 等

※下線部は拡充内容
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農⼭漁村振興交付⾦のうち
農泊推進対策

【令和４年度予算概算要求額 10,215（9,805）百万円の内数】
＜対策のポイント＞
農⼭漁村の活性化と所得向上を図るため、地域における実施体制の構築、観光コンテンツの磨き上げ、多⾔語対応やワーケーション対応等の利便性向上、
滞在施設等の整備等を⼀体的に⽀援するとともに、国内外へのプロモーションや地域が抱える課題解決のための専⾨家派遣等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
都市と農⼭漁村の交流⼈⼝の増加（1,540万⼈［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．農泊推進事業
① 農泊の推進体制構築や観光関係者とも連携した観光コンテンツの開発、Wi-Fi等の環境整備、新たな取組
に必要な⼈材確保等を⽀援します。
【事業期間︓２年間、交付率︓定額（上限500万円/年等）】
② 実施体制が構築された農泊地域を対象に、インバウンド受⼊環境の整備やワーケーション受⼊対応、地元
⾷材・景観等を活⽤した⾼付加価値コンテンツ開発等を⽀援します。
【事業期間︓上限２年間、交付率︓1/2等】

２．施設整備事業
① 農泊を推進するために必要となる古⺠家等を活⽤した滞在施設、⼀棟貸し施設、体験・交流施設等の整備
を⽀援します。
【事業期間︓２年間、交付率︓1/2（上限2,500万円※）】
（※ 遊休資産の改修︓上限5,000万円、市町村所有の遊休資産を宿泊施設として改修︓上限１億円）
② 地域内で営まれている個別の宿泊施設の改修を⽀援します。（農家⺠泊から農家⺠宿へ転換する場合、促
進費の活⽤可能）
【事業期間︓１年間、交付率︓1/2（上限1,000万円/経営者かつ5,000万円/地域）】

３．広域ネットワーク推進事業
戦略的な国内外へのプロモーション、農泊を推進する上での課題を抱える地域への専⾨家派遣・指導、利⽤
者のニーズ等の調査を⾏う取組等を⽀援します。【事業期間︓１年間、交付率︓定額】

＜事業の流れ＞

国 1/2

定額、1/2

（３の事業）
定額

中核法⼈等

地域協議会等

⺠間企業等

（１の事業）

（２の事業）

［お問い合わせ先］農村振興局都市農村交流課（03-3502-5946）

インバウンド受⼊環境の整備

トイレの洋式化Wi-Fi環境の構築多⾔語への対応

課題に応じた専⾨家の派遣・指導

古⺠家を活⽤した滞在施設

地元⾷材・景観等を活⽤した⾼付加価値コンテンツの開発
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農⼭漁村振興交付⾦のうち
農福連携対策

【令和４年度予算概算要求額 10,215（9,805）百万円の内数】
＜対策のポイント＞
農福・林福・⽔福連携の⼀層の推進に向け、障害者等の農林⽔産業に関する技術習得、障害者等の雇⽤・就労に配慮した⽣産・加⼯・販売施設の整備、
全国的な展開に向けた普及啓発、現場の課題に即した都道府県の取組、多世代・多属性の交流・参加の場となるユニバーサル農園の開設等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
農福連携に取り組む主体を新たに創出（3,000件［令和６年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農福連携⽀援事業
障害者等の農林⽔産業に関する技術習得や作業⼯程のマニュアル化等を⽀援します。
【事業期間︓２年間、交付率︓定額（上限150万円等）】

２．農福連携整備事業
障害者等の作業に配慮した⽣産施設や安全・衛⽣⾯にかかる附帯施設等の整備を⽀援します。
【事業期間︓最⼤２年間、交付率︓1/2（上限1,000万円、2,500万円等）】

３．普及啓発等推進対策事業
農福・林福・⽔福連携の全国的な横展開に向けた取組、農福・林福・⽔福連携の定着に向けた専⾨
⼈材の育成、農林漁業者や福祉事業者等からなる現場レベルの推進体制の強化等を⽀援します。
【事業期間︓１年間、交付率︓定額（上限500万円等）】

４．ユニバーサル農園導⼊事業
多世代、多属性の⼈々が農業を通じた交流・参加の場として利⽤し、⽣きがいづくりや癒しの提供等の
効果もたらすユニバーサル農園の試⾏運⽤及び開設に必要な施設等の整備を⽀援します。
【事業期間︓２年間、交付率︓定額（上限150万円）、1/2（上限1,000万円）】

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］農村振興局都市農村交流課（03-3502-0033）

国 （３の事業）⺠間企業、都道府県等
定額 ・強い農業づくり総合⽀援交付⾦

・林業・⽊材産業成⻑産業化促進対策
・⽔産多⾯的機能発揮対策事業 等

（関連事業）優先採択等の優遇措置を実施

農業⽣産施設
（⽔耕栽培ハウス）

処理加⼯施設養殖施設苗⽊⽣産施設

園地、園路整備 休憩所 体験農園の管理

農産加⼯の実践研修 養殖籠補修・⽊⼯技術習得 作業マニュアル作成

⼈材育成研修優良事例の表彰 推進体制の強化
都道府県 市町村

農林漁業者、関係団体

福祉事業者、
福祉関係団体

有識者

（１、２の事業）農業法⼈、社会福祉法⼈、⺠間企業等
定額、1/2

（４の事業）都道府県、市町村、⺠間企業等
定額、1/2

※下線部は拡充内容
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⿃獣被害防⽌総合対策交付⾦

＜対策のポイント＞
農作物被害のみならず農⼭漁村での⽣活に影響を与える⿃獣被害の防⽌のため、⿃獣の捕獲等の強化やジビエフル活⽤への取組等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 農作物被害を及ぼすシカ、イノシシ、サルの対策強化（⽣息頭数等を平成23年度から半減（シカ、イノシシで約190万頭）［令和５年度まで］）
○ 野⽣⿃獣のジビエ利⽤量の拡⼤（令和元年度から倍増（4,000t）［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
市町村が作成した「被害防⽌計画」に基づく取組等を総合的に⽀援します。

① 侵⼊防⽌柵、焼却施設、捕獲⾼度化施設等の整備
② 地域ぐるみの被害防⽌活動・捕獲等の強化
ア 捕獲活動経費の直接⽀援
イ 都道府県が⾏う広域捕獲に係る調査、捕獲活動、⼈材育成の⽀援の充実〔限度額内で定額⽀援〕
ウ ICTを総動員した被害対策のモデル地区の整備〔限度額内で定額⽀援〕
エ 猟銃所持者確保に向けた⽀援、処理加⼯施設の専従員による⽌め刺し等の地域内の連携⽀援

〔限度額内で定額⽀援〕

オ クマ、⿃類に対する総合的な対策の⽀援〔限度額内で定額⽀援〕

③ ジビエ利活⽤の推進
ア 処理加⼯施設やジビエカー、簡易な⼀次処理施設等の整備
イ 豚熱感染確認区域でのジビエ利活⽤推進のための検査費⽤等の⽀援〔限度額内で定額⽀援〕
ウ ジビエカーのリース導⼊⽀援〔定率⽀援〕
エ ペットフード等を含む多様な需要拡⼤のため、プロモーション等への取組を⽀援 〔定額⽀援〕

＜事業の流れ＞

国 都道府県
地域協議会
⺠間団体 等

交付 1/2以内等

国 ⺠間団体等
定額

（①、②、③アイウの事業） （③エの事業）

［お問い合わせ先］農村振興局⿃獣対策・農村環境課⿃獣対策室（03-3591-4958）

【令和４年度予算概算要求額 15,804（12,050）百万円】
（このうち⿃獣被害対策推進枠 1,904（1,045）百万円）

〔1/2以内、直営施⼯の場合は定額⽀援〕
（捕獲⾼度化施設と⼀体で整備する研修施設の整備）

・多⾯的機能⽀払交付⾦のうち多⾯的機能の増進を図る活動等の⼀部
（⿃獣緩衝帯の整備・保全管理等）

・中⼭間地域等直接⽀払交付⾦のうち⽣産性向上加算及び集落機能強化加算等
（捕獲対策・ジビエ利⽤拡⼤等）

・農⼭漁村振興交付⾦のうち最適⼟地利⽤対策 （⿃獣緩衝帯機能を有する計画的な植林等）

〔⿃獣被害対策推進枠〕

〔獣種等に応じた上限単価以内での定額⽀援〕

（処理加⼯施設と⼀体となった加⼯製造施設の整備）

等

〔総合的な⿃獣対策・ジビエ利活⽤への⽀援〕

捕獲活動経費の
直接⽀援

刈り払い等による
⽣息環境管理

侵⼊防⽌柵の設置や
捕獲機材の導⼊

処理加⼯施設等の整備 処理加⼯施設等
における⼈材育成

〔捕獲等の強化〕

③ジビエカーのリース導⼊⽀援

①利⽤可能な個体のフル活⽤体制構築

②豚熱感染確認区域における⽀援

〔ジビエフル活⽤に向けた取組〕

処理加⼯施設と⼀体となった
加⼯製造施設の整備等によ
る処理体制の構築

野⽣イノシシをジビエ利⽤する場合の、
⾎液PCR検査費⽤等を⽀援

広域搬⼊体制を整備するために、ジビ
エカーの導⼊の加速化

加⼯品製造施設

①広域的な捕獲体制の構築

②ICTを総動員した被害対策の推進
ICTを総動員した被害対
策を推進するモデル地区
を整備することにより技術
の普及を推進

都道府県が中⼼となった、県や市町村をまたぐ広域的な捕獲を
推進するための取組を⽀援

市境

A市

繁殖場所など個体の供給
源に対して広域捕獲

市町村をコーディ
ネートして広域捕獲

B市

ActionCheck PDCAサイクルに
基づく被害対策

を実施

PlanDo
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．多⾯的機能⽀払交付⾦ 47,250（47,050）百万円
① 農地維持⽀払

地域資源の基礎的保全活動等の多⾯的機能を⽀える共
同活動を⽀援します。
② 資源向上⽀払

地域資源の質的向上を図る共同活動、施設の⻑寿命化
のための活動を⽀援します。

２．多⾯的機能⽀払推進交付⾦ 1,702（1,602）百万円
都道府県、市町村等による事業の推進を⽀援します。また、

本交付⾦の効果や取組状況等の調査を実施します。

⽇本型直接⽀払のうち
多⾯的機能⽀払交付⾦

【令和４年度予算概算要求額 48,952（48,652）百万円】
＜対策のポイント＞
地域共同で⾏う、多⾯的機能を⽀える活動や、地域資源（農地、⽔路、農道等）の質的向上を図る活動を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 農地・農業⽤⽔等の保全管理に係る地域の共同活動への多様な⼈材の参画率の向上（５割以上［令和７年度まで］）
○ 農地・農業⽤⽔等の保全管理に係る地域の共同活動により広域的に保全管理される農地⾯積の割合の向上（６割以上［令和７年度まで］）

［お問い合わせ先］農村振興局農地資源課（03-6744-2197）

交付単価

［５年間以上実施した地区は、➋に75％単価を適⽤］
※１︓➋、❸の資源向上⽀払は、➊の農地維持⽀払と併せて取り組むことが必要
※２︓➊､➋と併せて❸の⻑寿命化に取り組む場合は､➋に75％単価を適⽤
※３︓❸の⻑寿命化において、直営施⼯を⾏わない等の場合は、5/6単価を適⽤

都府県 北海道

❶農地維持⽀払 ❷資源向上⽀払
（共同）

❸資源向上⽀払
（⻑寿命化）

❶農地維持⽀払 ❷資源向上⽀払
（共同）

❸資源向上⽀払
（⻑寿命化）

⽥ 3,000 2,400 4,400 2,300 1,920 3,400
畑 2,000 1,440 2,000 1,000 480 600
草地 250 240 400 130 120 400

※1,2,3 ※1,2,3※1 ※1

（円/10a）

＜事業の流れ＞

国 都道府県 市町村
定額定額

農業者等
定額

実 施 主 体︓農業者等で構成される組織（ ➊及び❸は農業者のみで構成する組織でも取組可能 ）
対象農⽤地︓農振農⽤地及び多⾯的機能の発揮の観点から都道府県知事が定める農⽤地

農地維持⽀払
・農地法⾯の草刈り、⽔路の泥上げ、農道の路⾯維持 等
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域資源
の保全管理に関する構想の策定 等

資源向上⽀払
・⽔路、農道、ため池の軽微な補修、景観形成や⽣
態系保全などの農村環境保全活動 等
・⽼朽化が進む⽔路、農道などの⻑寿命化のための
補修 等

項⽬ 都府県 北海道

多⾯的機能の更なる増進 多⾯的機能の増進を図る活動の取組数を新たに１つ以上増加させる場合等
［加算対象活動に「農的関係⼈⼝の拡⼤」を追加（令和４年度拡充事項）］

⽥ 400 320

畑 240 80

農村協働⼒の深化
上記の⽀援を受けた上で、構成員のうち⾮農業者等が４割以上を占め、かつ実践
活動に構成員の８割（役員に⼥性が２名以上参画している場合は６割）以上
が毎年度参加する場合

草地 40 20

⽔⽥の⾬⽔貯留機能の強
化（⽥んぼダム）の推進 資源向上⽀払（共同）の交付を受ける⽥⾯積の１/２以上で取り組む場合 ⽥ 400 320

⼩規模集落⽀援 既存活動組織が、地域資源の保全管理が困難な⼩規模集落を取り込み、集落
間連携により保全管理を⾏う取組を⽀援

⽥ 1,000 700
畑 600 300
草地 80 40

項⽬ 都府県 北海道 交付⾦（定額）

広域化への⽀援 広域活動組織の⾯積規模等に応じ
た交付額

３集落以上または50ha以上 ３集落以上または1,500ha以上 ４万円/年・組織
200ha以上 3,000ha以上 ８万円/年・組織
1,000ha以上 15,000ha以上 16万円/年・組織

（円/10a）【加算措置】

⽔路の泥上げ農地法⾯の草刈り 農道の路⾯維持 ⽔路のひび割れ補修 農道の窪みの補修 ため池の外来種駆除
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農業農村整備事業＜公共＞
【令和４年度予算概算要求額 394,575（333,256）百万円】

※ デジタル庁計上の政府情報システム予算を含む。

＜対策のポイント＞
競争⼒強化のための農地の⼤区画化や汎⽤化・畑地化、新たな農業⽔利システムの構築、国⼟強靱化のための農業⽔利施設の適切な更新・⻑寿命化、

省エネ化・再エネ利⽤、ため池の防災・減災対策や農業⽤ダムの洪⽔調節機能強化、集落排⽔や農道等の⽣活インフラの整備等を推進します。

＜事業⽬標＞
○ 全農地⾯積に占める担い⼿が利⽤する⾯積の割合の増加（８割［令和５年度まで］）
○ 更新が早期に必要と判明している基幹的農業⽔利施設における対策着⼿の割合（10割［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．農業の成⻑産業化に向けた農業⽣産基盤整備
（農業競争⼒強化対策）
担い⼿への農地集積や農業の⾼付加価値化を図るため、農地中間管

理機構との連携等により、農地の⼤区画化や汎⽤化・畑地化、畑地か
んがい施設の整備等を推進します。また、⽔利⽤の⾼度化や⽔管理の
省⼒化を図るため、パイプライン化やICTの導⼊等による新たな農業⽔
利システムの構築等を推進します。

２．農業⽔利施設の戦略的な保全管理、防災・減災対策
（国⼟強靱化対策）
農業⽔利施設の更新・⻑寿命化、省エネ化・再エネ利⽤、農地の湛
⽔防⽌対策、ため池の防災・減災対策、農業⽤ダムの洪⽔調節機能
強化等を推進します。

３．農村整備（⽥園回帰・農村定住促進）
農村に⼈が安⼼して住み続けられる条件を整備するため、集落排⽔施
設や農道、地域資源利活⽤施設の整備等を推進します。

＜事業の流れ＞

国

都道府県

都道府県

市町村等

1/2等

※事業の⼀部は、直轄で実施（国費率2/3等）

1/2等

［お問い合わせ先］農村振興局設計課（03-3502-8695）

１．農業競争⼒強化対策 農業⽔利施設の
戦略的な保全管理

農業・農村の強靱化に
向けた防災・減災対策

汎⽤化の例

⼤区画化の例

汎⽤化⽔⽥でのレタスの栽培

２．国⼟強靱化対策

改修後のため池堤体

３．⽥園回帰・農村定住促進

改修後の頭⾸⼯

畑地かんがい施設の整備

スプリンクラーによる散⽔

排⽔機場の整備

⽔路の機能診断

⽥んぼダムの取組

改修前の頭⾸⼯
事業実施前 事業実施後

情報通信環境の整備
（関連事業）

農業集落排⽔施設の整備

農道の整備
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農業競争⼒強化基盤整備事業（⽔利施設等保全⾼度化事業）のうち

⽔利施設整備事業＜公共＞
【令和４年度予算概算要求額 81,583（68,045）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
農業⽔利施設の適切な更新・⻑寿命化対策に加え、パイプライン化・ICT化等により⽔利⽤の⾼度化、⽔管理の省⼒化を図ります。
＜事業⽬標＞
○ 機能保全計画に基づく適時適切な更新等を通じ、安定的な⽤⽔供給と良好な排⽔条件を確保
○ 更新事業（機能向上を伴う事業地区を除く）の着⼿地区においてストックの適正化等により維持管理費を節減する地区の割合
（10割［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１. 基幹的な農業⽔利施設等(ダム、頭⾸⼯、⽤排⽔機場、幹線⽤排⽔路等)の整備

地域の営農⽅針に応じて農業⽔利施設の新設、廃⽌⼜は変更を実施
２. 基幹的な農業⽔利施設等の⻑寿命化対策や施設の集約・再編

機能保全計画に基づき、農業⽔利施設の更新・⻑寿命化対策や集約・再編を実施
※国営⼜は県営施設と⼀体的に⾏う団体営施設の整備を対象に追加、突発事故復旧事業を同科⽬に統合

３．農業⽤ダムの洪⽔調節機能の強化を含む流域治⽔対策の推進
①農業⽤ダムの放流施設の整備や堆砂対策、⽔位計等の⽔管理システム整備を実施
②⽥んぼダムに取り組む地域において基幹から末端までの施設を⼀体的に整備

４．脱炭素化や環境負荷軽減の推進
①⼩⽔⼒発電施設の導⼊や⽤排⽔機の省エネ化等を加速して推進
②農業⽔利システムを活⽤したバイオ液肥の農地還元の取組をモデル実証

５. 戦略作物(⻨・⼤⾖等)の作付や農地の集積・集約を促進するための⽔利システムの確⽴
担い⼿への農地集積を推進するための農業⽔利施設の整備等を実施
【附帯事業】 中⼼経営体への農地集積・集約に応じた促進費 等

６. 管理の省⼒化・低コスト化に資する簡易な農業⽔利施設の整備
ゲート・分⽔⼯の⾃動化など、管理の省⼒化等に資する簡易な整備を実施

７. 施設を効率的に整備・活⽤するための調査・実施計画策定等
⽔利⽤の調整や施設計画・機能保全計画の策定、資産評価データの整備を実施

＜事業の流れ＞
国

市町村 等都道府県

都道府県
1/2、定額 等

1/2、定額 等 ※下線部は拡充内容 ［お問い合わせ先］農村振興局⽔資源課（03-3502-6246）

廃⽌
（集約・再編）

更新・⻑寿命化

排⽔対策
（戦略作物の作付）

頭⾸⼯ ダ ム 幹線⽤⽔路 揚⽔機場

ゲートの⾃動化

パイプライン化⾃動給⽔栓排⽔路 排⽔機場

⽥んぼダムへの取組

⼩⽔⼒発電

受益⾯積︓200ha以上 等
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農業競争力強化基盤整備事業のうち

農業競争力強化農地整備事業＜公共＞
【令和４年度予算概算要求額 81,583（68,045）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
農地中間管理機構等による担い手への農地集積・集約化や、農業の高付加価値化に取り組む地区等を対象として、農地の整備を推進します。

＜事業目標＞
○ 全農地面積に占める担い手が利用する面積の割合の増加（８割［令和５年度まで］）
○ 基盤整備完了地区において、事業実施前後で高収益作物の生産額が一定程度増加している地区の割合（約８割以上［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．農地整備事業
地域農業の展開方向、生産基盤の状況等を踏まえつつ、必要な生産基盤及び

営農環境の整備と経営体の育成を一体的に実施

２．草地畜産基盤整備事業
畜産経営規模の拡大や畜産主産地の形成に必要となる草地の基盤整備等を実施

３．農業基盤整備促進事業
・ 畦畔除去、暗渠排水等、地域の実情に応じたきめ細かな農地の整備を実施
・ 病害虫の発生予防・まん延防止に資する農地の排水対策や土層改良を実施

※ 流域治水対策の推進
田んぼダム導入に係る調整活動や畦畔補強等を支援

※ 環境保全型農業の推進
環境保全型農業のための水管理技術等の導入を支援

※ 実施計画等策定事業
農地整備事業の実施に必要な実施計画や換地計画の策定（最大４年間）
水田農業高収益化推進計画地区等は定額支援（令和７年度まで）

＜事業の流れ＞

国

都道府県
1/2 等

（１、２の事業）

［お問い合わせ先］農村振興局農地資源課（03-6744-2208）

都道府県
定額、1/2 等

（３の事業）

都道府県 （３の事業）

都道府県
定額

（４の事業）

定額、1/2 等

市町村等

地域全体の一体的な農地整備によって、労働・土地生産性が向上し、併せて担い手へ
の農地集積や高収益作物の導入を図ることで、競争力ある農業の実現に寄与します。

（事業前）小規模で不整形な農地 （事業後）大区画化・整形した農地

暗渠の整備により水田の汎用性の
向上を図り、収益性の高い作物の
作付を可能にします。

（写真は収穫中のタマネギ）

水稲

※ 下線部は、拡充内容
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＜対策のポイント＞
畑地のかんがい施設整備や区画整理、⽔⽥地帯における⾼収益作物を導⼊した営農体系への転換のための畑地化・汎⽤化など、畑地・樹園地の⾼機能
化を推進します。

＜事業⽬標＞
○ 全農地⾯積に占める担い⼿が利⽤する⾯積の割合の増加（８割［令和５年度まで］）
○ 基盤整備完了地区において、事業実施前後で⾼収益作物の⽣産額が⼀定程度増加している地区の割合（約８割以上［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１. 畑作経営の体質強化に必要な畑地かんがい等の⽣産基盤や営農環境の総合的な整備

畑作地帯における畑地かんがい施設の整備や区画整理、農道整備等の総合的な基盤整備を
実施するもの
営農⽤⽔施設や⼟層改良、⽔管理施設の整備等は単独でも実施可能

【附帯事業】
中⼼経営体への農地集積・集約に応じた促進費
⾼収益作物の導⼊⾯積割合に応じた促進費（畑地周辺の⽔⽥の畑地化を対象に追加）

【受益⾯積要件】 受益⾯積20ha（畑地帯総合整備中⼭間地域型は10ha）以上
（樹園地については受益⾯積５ha以上※（0.5ha以上の団地の合計））等

※ 優良品種・品⽬の導⼊に取り組む場合

２. ⽔⽥地帯における⾼収益作物の導⼊・定着に向けた畑地化・汎⽤化のための整備
⾼収益作物の導⼊・定着に向け、パイプライン化や排⽔改良等による⽔⽥の畑地化・汎⽤化
等の基盤整備を実施するもの

【附帯事業】
⾼収益作物の導⼊⾯積割合に応じた促進費 等

【受益⾯積要件】 受益⾯積20ha（中⼭間地域等 10ha）以上
（事業実施区域の５割以上で⾼収益作物を作付けする場合は5ha以上）

３. 事業の実施に必要な実施計画や換地計画の策定のための調査・調整等

農業競争⼒強化基盤整備事業（⽔利施設等保全⾼度化事業）のうち

畑地帯総合整備事業＜公共＞

⽔⽥の畑地化・汎⽤化

⽔⽥の樹園地化畑地かんがい・区画整理・農道整備

ICT⽔管理システム

営農⽤⽔

［お問い合わせ先］農村振興局⽔資源課（03-3502-6246）

＜事業の流れ＞

国
市町村 等都道府県

都道府県
1/2、定額 等

1/2、定額 等

※下線部は拡充内容

【令和４年度予算概算要求額 81,583（68,405）百万円の内数】
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農村地域防災減災事業＜公共＞

【令和４年度予算概算要求額 53,891（44,909）百万円】

＜対策のポイント＞
地震・集中豪雨等による災害を防止し、農村地域の防災力の向上を図るための総合的な防災・減災対策を推進します。

＜事業目標＞
湛水被害等が防止される農地及び周辺地域の面積 （約21万ha［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．防災・減災対策にかかる計画の策定（調査計画事業）

・ 地域の防災減災対策に必要な諸条件に関する調査・農村地

域防災減災総合計画の策定等

２．農業用施設等の整備（整備事業）

・ 自然的、社会的要因で生じた農業用施設等の機能低下の回

復や災害の未然防止を図るための整備、防災機能を維持するた

めの長寿命化対策の実施、切迫する南海トラフ地震、日本海

溝・千島海溝周辺海溝型地震等の発生を見据えた防災インフラ

の整備等

・ ため池の洪水調節機能を強化するための整備

・ 湛水被害が頻発する地域における調査・計画策定、排水施設

整備、区画整理、ハウス移転等

＜事業の流れ＞

[お問い合わせ先] 農村振興局防災課（03-6744-2210）

調査計画
・農村地域防災減災総
合計画策定
・地域排水機能強化計
画策定

ため池整備
・ため池の整備（豪雨・地震対
策、長寿命化対策等）
・ため池の統廃合
・管理体制の強化 等

用排水施設整備
・湛水を防止するための
排水機場等の整備
・地盤沈下対策

農業用河川工作物
応急対策

・河川工作物（頭首工
等）の整備

農地保全整備
・農地侵食防止のため
の排水施設等の整備

水質保全整備
・用排水路の分離
・水質浄化施設の設置

農村防災施設整備
・避難路、避難施設、安
全施設の整備 等

公害防除対策
・客土、排土、区画整理

長寿命化対策
・長寿命化計画策定
・施設の補修・補強

総合的な防災減災計画に基づき、優先順位に応じて以下の防災・減災対策を推進

防災ダム整備
・洪水調節のための
ダムの改修等

地すべり対策
・地すべり防止施設
の整備

石綿管対策
・石綿管の撤去・
交換

地域防災機能増進

耐震対策
・耐震性向上のた
めの施設整備

豪雨対策
・総合的な地域排
水機能の強化

農道の防災対策
・農道橋等の耐震対策、防
災上危険な箇所の整備

※下線部は拡充内容

国

都道府県

都道府県

市町村 等

1/2、 定額等

1/2、 定額等
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農⼭漁村地域整備交付⾦＜公共＞
【令和４年度予算概算要求額 94,045（80,725）百万円】

＜対策のポイント＞
地⽅の裁量によって実施する農林⽔産業の基盤整備や農⼭漁村の防災・減災対策を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 全農地⾯積に占める担い⼿が利⽤する⾯積の割合の増加（８割［令和５年度まで］）
○ ⽊材供給が可能となる育成林の資源量（20.7億m3［令和５年度まで］）
○ ゼロメートル地帯等における海岸堤防等の津波・⾼潮対策の実施率（64％［令和７年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．都道府県⼜は市町村は、地域の実情に応じて農⼭漁村地域整備の
⽬標等を記載した農⼭漁村地域整備計画を策定し、これに基づき事
業を実施します。

２．農業農村、森林、⽔産の各分野において、農⼭漁村地域の⽣産現
場の強化や防災⼒の向上のための事業を選択して実施することができ
ます。
① 農業農村分野︓農地整備、農業⽤⽤排⽔施設整備、

海岸保全施設整備等
② 森 林 分 野︓予防治⼭、路網整備等
③ ⽔ 産 分 野︓漁港漁場整備、漁村環境整備、

海岸保全施設整備等

３．都道府県⼜は市町村は、⾃らの裁量により地区ごとに配分できます。
また、都道府県の裁量で地区間の融通が可能です。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］（農業農村分野）農村振興局地域整備課（03-6744-2200）
（森林分野） 林野庁計画課 （03-3501-3842）
（⽔産分野） ⽔産庁防災漁村課 （03-6744-2392）

国
都道府県

都道府県、市町村

市町村等
1/2等

交付⾦を活⽤した事業例
【農業農村基盤整備】 【⽔産基盤整備】

【海岸保全施設整備】【森林基盤整備】

ほ場整備による農業⽣産性の向
上と秩序ある⼟地利⽤の推進

⽼朽化した⽤⽔路の整備・更新

津波・⾼潮対策としての⽔⾨整備津波、⾼潮による被害を未然に
防ぐため海岸堤防の整備を推進

漁村における津波避難対策
（避難地、避難路の整備）

漁業作業の効率化と安全対策の
ための漁港整備（岸壁改良）

林道等の整備により効率的な
間伐材等の搬出を実現

治⼭施設による⼭地災害の未然
防⽌1/2等

1/2等

（共通）切迫する南海トラフ地震、⽇本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の発⽣を⾒据えた防災インフラ整備
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．地域内農地集積型
畦畔除去による区画拡大や暗渠排水等のきめ細かな耕作条件の改善を支援します。

２．高収益作物転換型
基盤整備と一体的に行う輪作体系の検討や実証展示ほ場の運営、高収益作物への転換に向けた計画策定
から営農定着に必要な取組をハードとソフトを組み合わせて支援します。

３．未来型産地形成推進条件整備型
水田転換や既存産地の改良とともに、省力技術・作業機械等を面的に導入し、労働生産性を抜本的に高めた

モデル産地を形成する取組を支援します。また、果樹については、早期成園化等の取組を併せて支援します。

４．スマート農業導入推進型
基盤整備と一体的に行うGNSS基地局の設置等、スマート農業の導入について支援します。

５．環境保全型農業等推進型
環境保全型農業の促進や病害虫対策のための基盤整備等を支援します。

６．土地利用調整型
多様で持続的かつ計画的な農地利用のためのゾーニングに必要な交換分合や基盤整備を支援します。

※ 農地整備・集約協力金（整備費の最大12.5％）又は農地集積割合に応じた促進費（農地中間管理機構が
事業実施主体となる場合に最大12.5％）の活用により、農業者負担の軽減を図ることが可能（３の事業を除く）

農地耕作条件改善事業

【令和４年度予算概算要求額 29,350（24,790）百万円】

＜対策のポイント＞
農地中間管理事業の重点実施区域等において、地域の多様なニーズに応じたきめ細かな耕作条件の改善や、農地中間管理機構による担い手への農地集

積の推進、高収益作物への転換、麦・大豆の増産、営農定着に必要な取組等をハードとソフトを組み合わせて支援します。

＜事業目標＞
全農地面積に占める担い手が利用する面積の割合の増加（８割［令和５年度まで］）

＜事業の流れ＞

国
全国団体

1/2、定額 等

［お問い合わせ先］農村振興局農地資源課（03-6744-2208）
農産局園芸作物課 （03-3502-5957）

検討会 技術研修会

畦畔除去 土層改良暗渠排水

きめ細かな耕作条件改善の支援

高収益作物への転換に向けた取組支援

スマート農業導入の支援

労働生産性を抜本的に高めたモデル産地形成

GNSS基地局設置 自動操舵システム導入

省力樹形導入
（りんごの超高密植栽培）

作業機械導入
（スピードスプレーヤー）

①事業対象地域：農振農用地のうち農地中間管理事業の重点実施区域
※ これに加え２～６の事業は人・農地プラン区域、５～６の事業はこれらの周辺農地も対象

②総事業費200万円以上、③農業者数２者以上 等

【実施要件】

都道府県

都道府県

市町村 等

農業者の組織
する団体 等

1/2、定額 等

定額

1/2、定額

1/2、定額

（３の事業）

（１、２及び４～６の事業）

※ 下線部は、拡充内容
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農業⽔路等⻑寿命化・防災減災事業 【令和４年度予算概算要求額 31,467（25,813）百万円】

＜対策のポイント＞
農業⽔利施設のきめ細かな⻑寿命化対策や機動的な防災減災対策等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 農業⽔路の⻑寿命化対策により安定的に農業⽣産が維持される農地⾯積 （約20万ha［令和７年度まで］）
○ 湛⽔被害等が防⽌される農地及び周辺地域の⾯積 （約21万ha［令和７年度まで］）

＜事業の流れ＞

国
都道府県

都道府県

市町村等

1/2、定額等 ［お問い合わせ先］農村振興局⽔資源課 （03-3502-6246）
防災課 （03-6744-2210）
設計課 （03-6744-2201）
地域整備課（03-6744-2209）

ため池の保全・避難対策
ため池の廃⽌

施設情報整備・共有化対策

漏⽔防⽌のための整備

⽼朽化した施設の機能診断

洪⽔を安全に流下

堤体を開削

ため池の現地パトロール

ため池の整備

施設情報等のGIS化

機動的な防災減災対策きめ細かな⻑寿命化対策

【実施要件】 １、２の対策︓総事業費200万円以上、受益者数２者以上、
⼯事期間３年（ため池の場合は５年）以内 等

【実施区域】 農振農⽤地、⽣産緑地 等

1/2、定額等

※事業実施年度での採択申請が可能（複数回受付）

※下線部は拡充内容

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．きめ細かな⻑寿命化対策
① 機能診断・機能保全計画に基づいた補修や更新、分⽔ゲートの⾃動化、パイプライン化、⽔
管理のICT化、⾃動給⽔栓の導⼊などによる⽔管理・維持管理の省⼒化を⽀援します。

② ハード対策を⾏うための機能診断・機能保全計画の策定等を⽀援します。

２．機動的な防災減災対策
① 災害の未然防⽌に必要な施設整備、リスク管理のための観測機器の設置、ため池の廃⽌等
の防災減災対策を⽀援します。（埋⽴によるため池廃⽌を定額助成の対象に追加）

② ハード対策を⾏うための耐震性点検・調査等を⽀援します。
③ 浄化槽法により単独処理浄化槽を廃⽌し農業集落排⽔管路へ接続する経費を⽀援します。

３．ため池の保全・避難対策
ハザードマップの作成、監視・管理に必要な研修の開催、管理者への指導・助⾔等の経費を
⽀援します。（管理者への指導・助⾔等に対する定率助成を追加）

４．施設情報整備・共有化対策
農業⽔利施設情報等のGIS化を⽀援します。
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農業⽣産基盤整備
農村振興環境整備

営農飲雑⽤⽔施設

⽣産・販売・交流・農泊等
施設

農村資源利活⽤推進施設

情報基盤施設

農業⽤⽤排⽔施設

農業施設新設・移設・
補強・集約・環境整備

⼟地基盤の再編・整序化

農業集落防災安全施設

ほ場整備、農⽤地開発、農
地防災、客⼟、暗渠排⽔

農道

⽤地整備

農⽤地の改良⼜は保全

計画作りも
⽀援するよ

農業集落道

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．事業内容
①農業⽣産基盤整備
・ 所得確保のための農地の区画整理、農業⽔利施設、
暗渠排⽔

・ 国⼟保全のための農⽤地保全施設
・ 農業の維持発展を図るための⼟地基盤の再編･整
序化 等

②農村振興環境整備（①に付帯して実施）
・ 農産物の付加価値を⾼めるための加⼯･販売施設
・ ⾼収益作物の導⼊に必要な農業施設
・ 新規就農者の滞在や農泊にも利⽤可能な施設
・ 地産地消型エネルギーシステム構築のための農村資
源利活⽤推進施設 等

２．対象地域
農産物の⾼付加価値化等を通じた地域の所得確保
及び農地や⽔利施設等の⽣産基盤の保全･再編利
⽤に取り組む地域

※下線部は拡充内容

 中⼭間地域農業農村総合整備事業＜公共＞
【令和４年度予算概算要求額 6,792（5,683）百万円】

＜対策のポイント＞
中⼭間地域の特⾊を活かした営農を確⽴するため、農業⽣産を⽀える⽔路やほ場等の農業⽣産基盤と⽣産・販売施設等の⼀体的な整備を推進します。

＜事業⽬標＞
中⼭間地域の特⾊を活かした営農の確⽴に向けた取組の着実な推進

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］農村振興局地域整備課（03-6744-2200）

国
都道府県

都道府県
55%等

55％等

55％等

55％等

市町村

協議会 （②の⼀部事業）
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農村インフラの強靱化
重要な農村インフラの点検診断、計画策定、耐震・浸水・
停電対策、保全対策、更新・撤去等

農村インフラの高度化
生産性の向上、生産コストの縮減、維持管理の効率化等に
資する施設の計画策定、整備等

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．農業集落排水施設整備事業

農業集落排水施設のうち、大規模施設や被災リスクのある施設の強靱
化、維持管理の効率化等に資する施設の高度化

２．農道・集落道整備事業
農道・集落道のうち、基幹的な農道、避難等に必要な農道・集落道、

老朽化等により被害が生じるおそれがある跨道橋・跨線橋等の強靱化、農
産物の輸送コストの削減等に資する拡幅等の高度化

３．営農飲雑用水施設整備事業
営農飲雑用水施設のうち、大規模施設や被災リスクのある施設の強靱

化、生産性の向上や６次産業化等に資する施設の高度化

４．地域資源利活用施設整備事業
農業水利施設等への電力供給を行うとともに、災害時の非常用電源と

しての利用や平常時の一般利用が可能な地域資源利活用施設（再エネ
発電施設）の強靱化

※下線部は拡充内容
５．集落防災安全施設整備事業

災害による被災時に家屋や公共施設等に被害が生じるおそれのある集
落防災安全施設の強靱化

農村整備事業＜公共＞
【令和4年度予算概算要求額 7,933（6,300）百万円】

＜対策のポイント＞
老朽化の進行や災害への脆弱性が顕在化している農村地域のインフラの持続性を確保するとともに、地方移住への関心が高まっている機を捉えて農村の活
性化を図るため、集落排水施設や農道等の再編・強靱化、高度化など、農村に人が安心して住み続けられる条件の整備を推進します。

＜事業目標＞
「小さな拠点」の形成の推進、生活インフラ等の確保

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］農村振興局地域整備課（03-6744-2200）
国

都道府県

都道府県

市町村等

1/2等

1/2等1/2等

農 村 地 域 の 生 活 に 不 可 欠 な 農 村 イ ン フ ラ

農業集落排水施設 営農飲雑用水施設農道・集落道 地域資源利活用施設
（太陽光発電施設）

集落防災安全施設
(土砂崩壊防止施設)

高付加価値化のための
洗浄用水

営農
用水

営農飲雑用水施設

経営の大規模化に対応する
畜産用水

浸水対策 停電対策

処理区Ｂ

処理場を廃止処理場の統合・更新

処理区A

施設の再編・コンパクト化により維持管理・更新コストを低減

農地の大区画化
↓

農機の大型化

農道を改良
（拡幅）すれば格納
庫からほ場まで大型農
機で通作できる！農機格納庫
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直轄地すべり対策事業＜公共＞
【令和４年度予算概算要求額 440（ 340 ）百万円】

＜対策のポイント＞
農⽤地・農業⽤施設や⼈家、公共施設などを地すべりから守り、国⼟の保全や安全で快適な⽣活環境の実現に貢献するため、地すべり防⽌区域内の地すべ

り防⽌⼯事を推進します。

＜事業⽬標＞
湛⽔被害等が防⽌される農地及び周辺地域の⾯積 （約21万ha［令和７年度まで］）

＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞

地すべりによる被害を除去・軽減するため、地表⽔・地下⽔の排除、⼟留⼯、侵⾷
防⽌⼯等の地すべり防⽌⼯事を実施します。
（実施要件）
○ 規模が著しく⼤きいもの（おおむね50億円以上）
○ ⾼度の技術を必要とするもの
○ ⾼度の機械⼒を使⽤して実施する必要があるもの
○ 都道府県の区域の境界にかかるもの

※ 地すべりとは、急傾斜地の崩壊とは異なり、地下⽔等に起因して⼟地の⼀部がす
べる現象のこと。

［お問い合わせ先］農村振興局防災課（03-3502-6430）

集⽔井⼯

排⽔路⼯

擁壁⼯

杭⼯

排⽔トンネル⼯承⽔路⼯

堰堤⼯

アンカー⼯

地すべり防⽌⼯事のイメージ

⽔抜ボーリング⼯

事業実施前 事業実施後

＜事業実施主体＞

国（国費率︓２/３）
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．流域治⽔プロジェクトの推進に向けた治⼭対策の強化
保⽔機能が低下した森林を対象とする流域保全対応の治⼭対策のメニューを

創設し、⼭地斜⾯における保安林整備と組み合わせた筋⼯・柵⼯の⾯的配置を推
進します。
併せて、国⼟交通省と連携した流⽊対策を強化します。

２．同時多発化する災害への機動⼒の向上
① 災害の同時多発化や難⼯事の増加を踏まえ、円滑な復旧や事業の担い⼿の負
担軽減のため⼗分な⼯期確保を推進します。（当初ゼロ国制度の導⼊）
② 都市近郊部等における予防対策の効率化のため、既存治⼭施設の機能強化
対策にかかる⽀援を強化します。
③ 極端な豪雪に伴うなだれ被害から集落等を守るため、なだれ危険地の調査・点
検への⽀援を拡充し、集落全体のなだれ対策を推進します。
④ 気候変動による豪⾬の激化を踏まえ、⼭地災害危険地区の精度向上のための
調査⽀援を推進します。

３．津波に強い海岸防災林の全国的な整備
① 東⽇本⼤震災からの復興の取組成果を踏まえ、津波に強い海岸防災林を整備
する場合の保育管理にかかる⽀援を強化し、全国展開を推進します。
② このほか、津波からの確実な避難等に資するため、沿岸部における治⼭対策の⽀
援を強化します。

治⼭事業＜公共＞
【令和４年度予算概算要求額 73,346（61,948）百万円】

＜対策のポイント＞
地域の安全・安⼼の確保のため、流域治⽔プロジェクトと連携した流域保全対応の治⼭対策の強化や⾃治体・事業体の負担軽減等を通じた同時多発化
する⼭地災害への機動⼒の向上、東⽇本⼤震災からの復興の取組成果を踏まえた津波に強い海岸防災林の全国的な整備を推進します。

＜事業⽬標＞
周辺の森林の⼭地災害防⽌機能等が適切に発揮された集落の増加（約56.2千集落［平成30年度］→約58.6千集落［令和５年度］）

＜事業の流れ＞ 国 都道府県
1/2等

［お問い合わせ先］林野庁治⼭課（03-6744-2308）

○流域治⽔プロジェクトの推進に向けた治⼭対策の強化

※国有林や⺠有林のうち⼤規模な⼭腹崩壊地等においては、直轄で実施

※ １〜３に加え、激甚化する⼭地災害の応急対策や既存施設の機能強化を推進するための地⽅財政措置を要望し
ます。

保安林整備と簡易施設の
設置による⼟壌の保全

機能低下森林における豪⾬時の
表⾯侵⾷状況（保⽔機能の低下）

⽔害対策（⼭地保⽔⼒の向上）

⽔害対策（河道断⾯閉塞対策）
⼭地災害対策（流⽊被害対策）

○同時多発化する災害への機動⼒の向上

既存治⼭ダム
予防対策の効率化のための既存施設の有効活⽤ 集落全体におけるなだれ対策の強化

流⽊捕捉機能の付加等

○津波に強い海岸防災林の全国的な整備

海岸防災林の整備・保育管理の抜本的な強化により、津波に強い海岸防災林の全国的な整備

⽣育基盤の造成 植栽 保育管理
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．森林・⼭村多⾯的機能発揮対策交付⾦ 1,393（1,393）百万円
① 地域住⺠や地域外関係者（関係⼈⼝）等による３名以上で構成する活動組
織が実施する⾥⼭林の保全、森林資源の利活⽤等の取組を⽀援します。
② ⾥⼭林の保全等（メインメニュー）の活動に組み合わせて実施する、路網の補修、
関係⼈⼝の創出・維持等の活動（サイドメニュー）を⽀援します。
※ 荒廃農地の林地化に係る森林管理を⾏う場合は、新たに優先的に⽀援します。

２．森林・⼭村多⾯的機能発揮対策評価検証事業 15（11）百万円
① 森林・⼭村多⾯的機能発揮対策交付⾦による活動の成果を評価・検証します。
② 地域協議会、活動組織を集めた活動内容の報告・意⾒交換会等を開催します。

森林・⼭村多⾯的機能発揮対策
【令和４年度予算概算要求額 1,408（1,404）百万円】

＜事業の流れ＞

問い合わせ先︓林野庁森林利⽤課 ⼭⽥、⽻⽥ 内線（6145）、直通（03-3502-0048）

このボックス内は12pt 枠の上下幅調整可 上下中央揃え

事業の定量的な目標を１行程度で記載（体言止め）

＜対策のポイント＞
森林の多⾯的機能の発揮とともに、関係⼈⼝の創出を通じた⼭村地域のコミュニティの維持・活性化を図るため、地域住⺠や地域外関係者等から構成され
る活動組織が実施する森林の保全管理、森林資源の活⽤を図る取組等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 各⽀援メニューごとに設定された森林の多⾯的機能の発揮に関する⽬標を達成した活動組織の割合（８割 ［令和８年度まで］）
○ 地域外からの活動参加者数（関係⼈⼝を含めた活動への参加者数）が増加した活動組織の割合を毎年度増加

国

国 ⺠間団体等
委託

地域協議会 活動組織
（１の事業）

定額、1/2、1/3以内

都道府県 市町村
定額定額

（２の事業）

定額、1/2、1/3以内

⾃ら設定する成果⽬標に基づき活動組織が事業
の⾃⼰評価（モニタリング調査等）を実施

①メインメニュー

②サイドメニュー（メインメニューと組み合わせて実施）

森林・⼭村多⾯的機能発揮対策交付⾦

評価検証事業 ・活動の成果の評価・検証（モニタリング調査の分析等を含む）
・地域協議会、活動組織を集めた報告・意⾒交換会等

⾥⼭林景観を維持する
ための活動

最⼤12万円/ha

侵⼊⽵の伐採・
除去活動

最⼤28.5万円/ha

しいたけ原⽊などとして
利⽤するための
伐採活動

最⼤12万円/ha

森林資源利⽤タイプ 地
域
協
議
会

都
道
府
県
・
市
町
村

・
活
動
組
織
へ
の
⽀
援
等・路網の補修・機能強化等 ・関係⼈⼝の創出・維持等の活動

・機材及び資材の整備

サイドメニュー

地域環境保全タイプ
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「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事業（継続）

人口減少・少子高齢化が進む中山間地域などにおいて、生活圏の維持・再生を図るため、
子育て、買い物、防災機能など複数の生活サービス機能を集約した「小さな拠点」の形成を
支援。
また、テレワークスペース等新しい働き方に対応した施設・設備の整備について支援。

○補助制度の概要

「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事業

（集落活性化推進事業費補助金）

●対象地域：過疎、山村、半島、離島、豪雪の各法指定地域

（都市計画区域等の一定の地域を除く。）

●実施主体：市町村、ＮＰＯ法人等 （間接補助）

●補助率：１/２以内（市町村）、１/３以内（NPO法人等）

●対象事業：

モデル的な小さな拠点の形成を図る観点から、一定規模以

上の集落圏等において、以下を行うための既存施設の改修等

・生活機能の再編・集約
・テレワークスペース等の整備
・既存の小さな拠点における換気設備、自動水栓等「小さな拠点」：日常生活に必要な機能・サービスを集約・確保し、周辺

集落との間を交通ネットワークで結んだ地域の拠点

要求額44,480千円
（前年度：44,000千円）
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景観改善推進事業
目 的

支援内容

〇 魅力的かつ快適な「集約型都市」を目指す地域等において、景観計画を策定する市区町村に対する総合的な支援を行うとともに景
観規制上既存不適格となる建築物等への是正措置に対する支援を実施。
〇 これにより、歴史的なまちなみや自然景観など、地域の個性や特性を活かした景観形成を図り、個性的なまちづくりを推進することで、
地域住民にとっての快適性や、内外からの観光客の訪問先としての魅力を向上し、地域活性化や観光立国の実現等を図るとともに、コロ
ナ後の「新しい生活様式」における多様な価値観の受け皿となる個性的な都市の形成にも貢献。

※景観に関連のある計画等
・古都保存法に基づく歴史的風土保存計画
・歴史まちづくり法に基づく歴史的風致維持向上計画
・文化財保護法に基づく重要伝統的建造物群保存地区
・観光圏整備法に基づく観光圏整備計画
・棚田地域振興法に基づく棚田地域振興活動計画

【補 助 率】
上記(１)、(２) 事業主体がa. に該当する場合 １／２
上記(１)、(２) 事業主体がb. に該当する場合 １／３
上記(３) 事業主体がa.又はb.に該当する場合 １／３

【対象事業】
（１）景観計画策定・改定に要する経費
（２）景観計画策定・改定にあたっての外部専門家登用や

コーディネート活動に要する経費
（３）景観規制上既存不適格となる建築物等への是正措置

に要する経費

【事業主体】
以下のいずれかの要件を満たす市区町村
a.立地適正化計画策定または策定に向けた具体的取組
を開始・公表している市区町村

b.景観に関連のある計画等を定めている市区町村
（a.を除く）

景観規制により既存不適格となった建築物の外観の塗り替え（イメージ）
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国庫負担率

2/3 渓流にかかる分

1/2 その他の分

採択基準等

国土保全上特に重要な流域であって、次の各号の一に該当するもの
１．その流域が２府県以上にまたがるもの
２．その流域が１府県にとどまるものであっても、地すべりによる荒廃の程度が激甚で、下流に

著しい被害を及ぼすおそれのあるもの
３．地すべり防止工事の規模が著しく大であるもの
４．地すべり防止工事が高度の技術又は機械力を必要とするもの

目 的 事業内容

地すべり対策事業を実施して地すべり防止施
設等の新設等を行うことにより、人家、公共建
物、河川、道路等の公共施設その他のものに
対する地すべり等による被害を除却し又は軽
減し、国土の保全と民生の安定に資することを
目的とする。

地すべり防止区域において、排水施設、擁壁
その他の地すべり防止施設等を新設、改良し、
その他地すべり等を防止するために国土交通
大臣が実施する地すべり防止工事である。

地すべり等防止法<昭和33年法律第30号>第10条、第28条

地すべり対策事業

沿 革

・昭和36年度より実施

直 轄 地すべり

平岡地区

天竜川
平岡発電所

中学校

文化センター

平岡駅
建設事務所

老人福祉センター

駐在所
体育館

診療所

天龍村役場郵便局

保育所

天
竜
川
中
流
地
区

平岡地区

天龍村

阿南町

てんりゅうむら

あなんちょう

凡例

地すべり
ブロック

国道418号

JR飯田線

天龍村役場・老人福祉センター

重要施設

平岡発電所

●地すべりブロック上に村の主要施設、重要交通網が集中する長野県天龍村平岡地区
（天竜川中流地区地すべり対策事業）
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交付金

目 的 事業内容

地すべり対策事業を実施して地すべり防止施
設等の新設等を行うことにより、人家、公共建
物、河川、道路等の公共施設その他の施設に
対する地すべり等による被害を除却し、又は軽
減し、国土の保全と民生の安定に資することを
目的とする。

国土交通大臣が指定する地すべり防止区域
等において、排水施設、擁壁その他の地すべり
防止施設等を新設し、又は改良する事業、そ
の他地すべり等を防止するために実施する事
業である。

地すべり対策事業

採択基準等

(地すべり)

地すべり等防止法第3条の規定による地すべり防止区域内において、都道府県知事が施行す
る地すべり防止工事で、総事業費が1億円以上のもののうち次のいずれかの要件に該当し、かつ、
原則として、当該地すべり防止工事によって被害が軽減される地域内において、土砂災害危険
箇所の公表等の警戒避難体制に関する措置がなされているもの。

また、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（平成１２年法
律第５７号）第７条に基づき土砂災害警戒区域に指定することができる区域内の家屋等を保全す
るための事業については、当該事業の保全する区域内において土砂災害警戒区域が指定されて
いること。

また、同法第９条に基づき土砂災害特別警戒区域に指定することができる区域内の家屋等を保
全するための事業については、当該事業の保全する区域内において土砂災害特別警戒区域が
指定されていること。

１．多量の崩土が渓流又は河川に流入し、下流河川(一級河川及び二級河川若しくはこれに準
ずる河川)に被害を及ぼすおそれのあるもの

２．鉄道、高速自動車国道、一般国道、都道府県道若しくは市町村道のうち指定市の市道及
び迂回路のないもの又はその他の公共施設のうち重要なものに被害を及ぼすおそれのあるも
の

３．官公署、学校又は病院等の公共建物のうち重要なものに被害を及ぼすおそれのあるもの
４．市町村地域防災計画に位置づけられている避難場所に倒壊等著しい被害を及ぼすおそれ

のあるもの
５．貯水量30,000㎥以上の溜池、関係面積100ha以上の用排水施設若しくは農道又は利用

区域面積500ha以上の林道に被害を及ぼすおそれのあるもの
６．人家10戸(市街化区域に存するもののうち指定市に係る地すべり防止工事にあっては人家

20戸)以上に被害を及ぼすおそれのあるもの

７．農地10ha以上に被害を及ぼすおそれのあるもの(農地5ha以上10ha未満であって当該地域
に存する人家の被害を合わせて考慮し、これが農地10ha以上の被害に相当すると認められる
ものを含む。)

（次ページに続く）

地すべり

地すべり等防止法<昭和33年法律第30号>第7条、第29条、第41条、第45条
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沿 革

・昭和27年度より実施
・昭和47年度より実施(沖縄)
・平成2年度に採択基準の改正
・平成18年に採択基準の改正

・平成22年度より、社会資本
整備総合交付金に移行

・平成25年度より、社会資本整備
総合交付金及び防災・安全交
付金に移行

・令和元年度に採択基準の改正
・令和２年度に採択基準の改正

国費率
【渓流にかかる分】

1/2 内地・北海道

8/10 沖縄

2/3 奄美

国費率
【その他の分】

1/2 内地・北海道

6/10 沖縄

ー 奄美

交付金

(ぼた山)

地すべり等防止法第4条の規定によるぼた山崩壊防止区域内において、都道府県知事が施行
するぼた山崩壊防止工事で、総事業費が1億円以上のもののうち次のいずれかの要件に該当し、
かつ、原則として、当該ぼた山崩壊防止工事によって被害が軽減される地域内において、土砂災
害危険箇所の公表等の警戒避難体制に関する措置がなされているもの。
また、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（平成１２年法律
第５７号）第７条に基づき土砂災害警戒区域に指定することができる区域内の家屋等を保全する
ための事業については、当該事業の保全する区域内において土砂災害警戒区域が指定されて
いること。

また、同法第９条に基づき土砂災害特別警戒区域に指定することができる区域内の家屋等を保
全するための事業については、当該事業の保全する区域内において土砂災害特別警戒区域が
指定されていること。

１．多量の崩土が渓流又は河川に流入し、下流河川(一級河川及び二級河川若しくはこれに準
ずる河川)に被害を及ぼすおそれのあるもの

２．鉄道、高速自動車国道、一般国道、都道府県道若しくは市町村道のうち指定市の市道及び
迂回路のないもの又はその他の公共施設のうち重要なものに被害を及ぼすおそれのあるもの

３．官公署、学校又は病院等の公共建物のうち重要なものに被害を及ぼすおそれのあるもの

４．市町村地域防災計画に位置づけられている避難場所に倒壊等著しい被害を及ぼすおそれ
のあるもの

５．貯水量30,000㎥以上の溜池、関係面積100ha以上の用排水施設若しくは利用区域面積
500ha以上の林道に被害を及ぼすおそれのあるもの

６．人家10戸以上に被害を及ぼすおそれのあるもの

７．農地10ha以上に被害を及ぼすおそれのあるもの(農地5ha以上10ha未満であって当該地域
に存する人家の被害を合わせて考慮し、これが農地10ha以上の被害に相当すると認められる
ものを含む。)

地すべり

●倉石地区（徳島県三好市井川町）
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＜空き家対策基本事業＞
・空き家の除却【補助率：2/5】
①特定空家等の除却
②不良住宅の除却
③上記以外の空き家、空き建築物の除却であって、除却後の
跡地が地域活性化のための計画的利用に供される場合

・空き家の活用【補助率：直接1/2、間接1/3（かつ市町村の1/2）】
・空家等対策計画の策定等に必要な空き家の実態把握【補助率：1/2】
・空き家の所有者の特定【補助率：1/2】

＜空き家対策附帯事業＞【補助率：1/2】
・空家法に基づく行政代執行等の措置の円滑化のための法務的手統
等を行う事業等
＜空き家対策関連事業＞【補助率：各事業による】
・基本事業とあわせて実施する以下の事業
•住宅•建築物耐震改修事業 •住宅市街地総合整備事業 •街なみ環境整備事業
•狭あい道路整備等促進事業 •小規模住宅地区改良事業 •地域優良賃貸住宅整備事業

空家特措法を積極的に活用して、空き家・不良住宅の除却、空き家の活用、関連事業など総合的な空き家対策に
取り組む地方公共団体に対し支援を行う。

補助対象

事業内容

地域活性化のため、空き家を
地域交流施設に活用

空き家の活用空き家の除却

居住環境の整備改善のため、
特定空家等を除却

など

空家等対策計画に基づき実施する以下の事業

補助率

法
定
の
協
議
会
な
ど
、

民
間
事
業
者
等
と
連
携
し
て
事
業
を
推
進

※社会資本整備総合交付金等
（空き家再生等推進事業）で
も同様の支援が可能

事業期間

空き家対策総合支援事業

所有者が実施 地方公共団体が実施

除却

活用

2/5 3/5

国地方公共団体 所有者

2/5 2/5 1/5

国地方公共団体

1/2 1/2

国地方公共団体 所有者

1/3 1/3 1/3

国地方公共団体

以下の①、②を満たす地方公共団体

①空家等対策計画を策定

②空家特措法に基づく「協議会」を設置
するなど、地域の民間事業者等との
連携体制がある

平成28年度～令和7年度

・各自治体の空家等対策計画に位置付けたうえで雪害、地震、風水害、土砂災害等の各種災害により
被害が生じた又は被害が見込まれる空家住宅等の緊急的又は予防的な除却を行う場合を支援対象
に追加 （左記の類型①の拡充）
※除却後の跡地利用に係る要件を課さない
・通常想定される除却工事と比較して多額の費用を要する場合のかかりまし費用を補助対象に追加。

・空き家を除却した後の土地の整備【補助率：直接1/2、間接1/3（かつ市町村の1/2）】
（ただし、地域活性化に資する公益性の高い用途で活用する場合）

・空き家の集積等を契機に、空き家等の除却・移転・活用を通じた地域の
活性化の取組についての検討を行う事業【補助率：1/2】

空き家の除却に係る拡充

※赤字はR４拡充要求事項
令和４年度要求・要望額： 5,000百万円 【公共】

うち要望額： 5,000百万円 【公共】
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0

事業内容

相談窓口等の空き家対策の執行体制
の整備が必要な自治体を対象として、空
き家相談のための人材育成、法務・不動
産・建築等の多様な専門家と連携した相
談体制を構築する取組を支援。

補助率

定額補助

事業要件 ・上記１．については原則として地方公共団体と専門家等が連携して実施すること

・本事業の成果を広く公開すること

事業期間補助対象

市区町村、民間事業者等

＜想定される取組例＞

＊シェアリング・サブスクリプション等を活
用したビジネス化・産業を展開し、空き家
の潜在的需要を喚起する取組

１．空き家に関する相談窓口等
の民間連携支援

２．住宅市場を活用した
空き家に係る課題の解決

空き家に係る全国共通の各種課題に
対して、住宅市場を活用した空き家対策
に関する新たなビジネスの構築等のモデ
ル的な取組に対して支援。

令和４年度要求額：4,0億円（1.14倍）住宅市場を活用した空き家対策モデル事業

令和3年度～令和5年度

３．ウィズ・コロナ時代のニーズに
対応した総合的・特徴的な取組支援

立地・管理状況の良好な空き家の利活
用等、ウィズ・コロナ時代の新たに顕在化
したニーズに対応した総合的・特徴的な
取組に対して支援。

＊遠隔地や海外に住む所有者が安心して円
滑に除却できる方法を模索する取組

＜想定される取組例＞

＊テレワークスペース、ワーケーションス
ペースやサテライトオフォス等として
活用する取組

＊空き家バンクへの物件登録の促進のための
登録に係るサポート体制の整備等の
総合的・特徴的な取組

＊空き家バンク登録物件の流通促進のため
のマッチング等の総合的・特徴的な取組

＊空き家対策と居住支援を連携させ、住宅
確保要配慮者向けの住宅を確保する取組

全国における空き家対策を加速化するため、空き家対策の執行体制の整備が必要な自治体における専門家等と連携した
相談窓口の整備等を行う取組、民間事業者が空き家の発生防止等の抜本的対策に取組むモデル的な取組、ウィズ・コロナ
時代の新たに顕在化したニーズに対応した総合的・特徴的な取組について支援を行い、その成果の全国への展開を図る。

※赤字はR４拡充要求事項
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○地域の観光資源について熟知している地方運輸局が、自治体・観光地域づくり法人(DMO)・地域の民間企業等と広域かつ機動的に
連携して行う訪日プロモーション事業。

○国立公園や文化財等地域の魅力ある観光資源を、日本政府観光局のノウハウ等を活用しつつ戦略的なプロモーションを行うことで
効果的に発信し、地方部への訪日外国人旅行者の誘客を加速させる。

地域の観光資源を活用したプロモーション事業

地方運輸局 地域
自治体・観光地域づくり法人(DMO)・民間等

連携

観光庁・JNTOの「訪日プロモーション方針」に基づき、
地域の観光資源を熟知し、地域とのネットワークを有する地方運輸局が、地域への誘客を直接的に促進するプロモーションを実施。
【実施要件】
実施主体：地方運輸局と地域（自治体・DMO・民間等）
事業類型：イベント・旅行博出展,メディア招請,旅行会社招請,商談会・セミナー 等
事業期間：最長３年間
総事業費：原則1,000万円以上
負担割合：事業効果をJNTOのデジタルマーケティング等に活用できる事業 → 1/2、付随して行う印刷物制作等 → 1/3
訴求する観光資源：国立公園,世界遺産,文化財,SNS等で興味・関心の高まっている地点等地域の魅力ある観光資源

日本政府観光局(JNTO) ・日本全体のプロモーション及び地域のデジタルコンテンツの一元的な情報発信を行う
・海外市場の知見やプロモーションのノウハウを有する

デジタルマーケティングの分析結果
プロモーションのノウハウ 事業によって得られた情報・データ

海外での旅行博出展
商談会の実施

熊本県へのメディア招請事業
（阿蘇くじゅう国立公園）

徳島県への旅行会社招請事業
（農家民宿体験）

事業実施例

妻籠宿保存地区公園内でのウォーターボール体験 鍋ヶ滝（熊本県）

地域の魅力ある観光資源例

令和4年度概算要求額：24,000百万円の内数
（国際観光旅客税を活用したより高次元な観光施策の展開）
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とりまとめ
策定

とりまとめ
策定

とりまとめ
策定

支援制度

集落の散策

事業概要

・補助率：
定額（①調査・戦略策定）
事業費の1/2（②滞在コンテンツの充実、③受入環境整備、④旅行商品流通環境整備、⑤情報発信

・プロモーション）※継続事業については2年目:2/5、3年目:1/3

広域周遊観光促進のための観光地域支援事業

旅行者の混雑や密を低減させつつ、国内外の旅行者の各地域への周遊を促進するため、観光地域づくり法人
（DMO※）が中心となり、地域が一体となって行う、調査・戦略策定、滞在コンテンツの充実、受入環境整備、
旅行商品流通環境整備、情報発信といった取組に対して総合的な支援を行う。

データに基づき、旅行者に対し訴求
力のある取組を実施するための調
査・戦略策定を支援。

・補助対象事業：
登録DMOが中心となって実施する、国内外の旅行者の各地域への誘客
及び周遊促進を目的とした以下の取組（ただし、地方ブロック毎に開催され
る連絡調整会議における調整を行ったものに限る）
①調査・戦略策定
②滞在コンテンツの充実
③受入環境整備
④旅行商品流通環境整備
⑤情報発信・プロモーション

・補助対象者：
登録DMOが定めた事業計画に位置づけられた
事業の実施主体（登録DMO、地方公共団体）

具体的な支援イメージ
②滞在コンテンツの充実 ③受入環境整備 ④旅行商品流通環境整備

連絡調整会議

事業計画
DMO実施事業

地方公共団体
実施事業

・事業計画の調整の実施
・国による調査事業の実施・共有

有識者

広域連携DMO地域連携DMO 地域DMO

関係事業者 観光庁 日本政府観光局

地方運輸局

マーケティング調査

①調査・戦略策定 ⑤情報発信・プロモーション

事業計画
DMO実施事業

地方公共団体
実施事業

事業計画
DMO実施事業

地方公共団体
実施事業

地方部への誘客や繁閑差の解消、三
密回避にもつながる地域独自の観光
資源を活用した滞在コンテンツの造
成を支援。

地域内の感染症対策や観光地の混雑
状況の情報提供など、安心して観光
を楽しめる環境づくりを支援。

旅行商品の国内外OTAへの掲載、
旅行会社との商談会などを支援。

WEB・SNSを活用したエリア内のコ
ンテンツの魅力等に関する効果的な
情報発信を支援。

観光地の混雑状況の情報提供 WEBを活用したエリア内の魅力発信商談会への参加

※DMO（Destination Management/Marketing Organization）の呼称
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 観光庁は、①文化庁・環境省と連携して、分かりやすく魅力的な多言語解説文を作成できる英語のネイティブラ
イター等の専門人材をリスト化し、②地域に派遣し解説文の作成を支援。③解説文作成のノウハウを蓄積し、
他地域へ横展開できるようガイドラインを作成するとともに、④セミナーを全国で実施。

 多くの訪日外国人旅行者が解説文を読んでいるが、「必要とする情報が載っていない」、「内容が難しすぎる」、「英
語表現が不自然」と感じるといった課題が存在。よって、日本語原稿を単純に翻訳するのではなく外国人目線での
解説文作成を推進するため、ネイティブライター等の専門人材を活用。

 また、本事業で作成している英語解説文を元にした中国語解説文作成も併せて実施。

地域観光資源の多言語解説整備支援事業

英語解説文作成フロー

日光二荒山神社神橋 看板の改善 2次元コード（多言語音声・テキスト）タッチパネル式解説板による案内（多言語字幕）

多言語解説文の活用事例

（※2） 文章が所定の文体等
に沿っていることを確認

現地取材
（ライター・
エディター）

完
成

執筆
（ライター）

編集
（エディター）

内容確認
（地域協議会・
内容監修者）

スタイル
チェック

（スタイルチェッカー）

校正

（※2）
英語ﾈｲﾃｨﾌﾞ 英語ﾈｲﾃｨﾌﾞ 英語ﾈｲﾃｨﾌﾞ 英語ﾈｲﾃｨﾌﾞ

（※1）

（※1） 整備対象物についての専門的
視点から事実確認・アドバイスを実施
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文化財に新たな付加価値を付与し、より魅力的なものとするための取組(Living History)を支援することなどにより、文化財の活用による地域活性化の
好循環を創出を行う。また、訪日外国人観光客が多く見込まれる日本遺産や世界文化遺産・世界文化遺産暫定リスト記載物件などにおいて、地域全体で魅
力向上につながる一体的な整備や美観向上、公開活用のためのコンテンツの作成などを行うことで、観光拠点としての更なる磨き上げを図る。

概要

事業内容

① 文化財建造物や史跡等の文化財に新たな付加価値を付与し、より魅力的なものとするため、外国人観光客が歴史的背景に基づいて往時を体験・体感
できるような復元行事や展示・体験事業などの取組を支援するとともに、特別料金の徴収等の仕組みを構築

Ｌｉｖｉｎｇ Ｈｉｓｔｏｒｙ （生きた歴史体感プログラム）事業

【補助対象事業者】 地方公共団体等 【補助率】 １／２（ただし、条件に応じ２／３を上限に加算）

（ガイダンス施設の整備）

（二条城二之丸御殿において当時の饗応の様子を再現） （伊賀市周辺「丸山城跡」にて忍者文化を体感） （金沢城公園「五十間長屋」にて墨絵体験）（「一乗谷朝倉氏遺跡」戦国城下町の暮らし体験）

（伝統的な家屋の宿泊施設への転用）

② 日本遺産や世界文化遺産・世界文化遺産暫定リスト記載物件などの外国人観光客が見込まれる地域で、魅力向上につながる一体的な整備や美観向
上、公開 活用のためのコンテンツの作成を行い、観光拠点としての磨き上げを実施

（最新技術を用いた体験シアターの整備、ボランティアガイドの育成）
（建造物の美観向上（塗装の振り直し）

※国際観光旅客税を財源とする経費に掛かる要求については、「国際観光旅客税の使途に関する基本方針等について」(令和２年１２月２１日観光戦略実行推進会議決定)に基づいて対応する。
－ 観光庁に一括計上した上で、関係省庁に移し替えて執行－

令和４年度概算要求額

－ 百万円（１，８００百万円）
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〇 全国各地の観光地において、全ての訪日外国人旅行者がストレスフリーで快適に宿泊できる環境を整備するため、
旅館・ホテル等の宿泊施設が実施するWi-Fi整備、客室や共用部のバリアフリー化の推進、「新しい生活様式」に対応
した感染症対策等に関する個別の取組を支援する。

宿泊施設インバウンド対応支援事業

宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備

無料Wi-Fi環境の整備 トイレの洋式化

多言語対応を図るための整備
（国際放送設備の整備、タブレット端末の整備、館内案内表示の多言語化） 等

館内通路の段差解消感染症対策に対する取組

サーモグラフィ等の導入

宿泊施設バリアフリー化促進事業

スロープの設置共用トイレの
バリアフリー化

エレベーターの設置

食堂の段差解消

DXを活用した非接触型チェックインシステムの導入(※)や
キーレスシステムの導入

混雑状況の「見える化」

換気設備の導入

バリアフリー客室の整備 個室浴室のバリアフリー化 客室トイレのバリアフリー化

バリアフリーワーケーション
スペースの整備

等 等

拡充

※これに付帯する宿泊情報管理システム等を含む
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「新たな旅のスタイル」促進事業

背景･課題 期待される効果

事業概要

事業目的･概要等

目 的

〇従来の日本の旅行スタイルは、特定の時期に一斉に休暇取得する、
宿泊日数が短く、旅行回数も少ないといった特徴があることから、
旅行需要の集中や観光消費額の伸び悩みにつながっている。

〇コロナ禍による働き方の多様化を踏まえ、休暇の取得促進や分散化に
加えて、中長期滞在の促進に資するワーケーション等の滞在型旅行の
普及が必要。

〇ワーケーション等の普及を通じて、より長期かつ多くの旅行機会の
創出と旅行需要の平準化を図ることで、旅行消費額の拡大につなげる。

〇ワーケーションのステークホルダーである地域、企業、従業
員が｢三方良し｣のモデル形成につながることが期待できる。

〇企業(送り手)と地域(受け手)を対象としたモデル事業
・双方をマッチングしてワーケーション等のトライアルを実施
（効果検証、導入促進、受入体制整備、継続的な関係性の構築）

〇実態調査
＜企業＞導入状況、意向、課題等 ＜地域＞取組状況、効果、課題等

〇検討委員会の開催
・現状分析や課題の整理、解決に向けた方策等について協議

事業イメージ

〇情報発信
・メディアを活用した情報発信、企業向けセミナーの開催等

＜主なメリット＞
◎地域…交流･関係人口の増加、平日の旅行需要創出
◎企業…多様な働き方ニーズへの対応、地方創生への寄与
◎従業員…長期休暇の取得促進、リフレッシュ効果

〇ワーケーション等の滞在型旅行の普及により、平日の旅行需要
の増加や旅行先における滞在日数の長期化が期待できる。

＜取組事例＞
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お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

・実施計画の策定
・ニホンジカ・イノシシの捕獲
・ＣＳＦ発生地域における野生イノシシの捕
獲の強化

・認定鳥獣捕獲等事業者等の育成

事業イメージ

都道府県等が計画に基づき行う指定管理鳥獣（ニホンジカ、イノシシ）の捕獲等を支援します。

【令和４年度要求額 2,700百万円（100百万円）】

指定管理鳥獣捕獲等事業費

○令和５年度末までにニホンジカ・イノシシの個体数を半減させる目標の達成及びＣＳＦウイルスの拡散防止を目的と
した野生イノシシの捕獲強化に向けて、都道府県等が行うニホンジカ・イノシシの捕獲事業等を交付金により支援
する。

ニホンジカ及びイノシシの半減目標の達成及びＣＳＦウイルスの拡散
防止に向けてなお一層の捕獲を行う必要があることから、都道府県等が
行う以下の取組の一部又は全部について、交付金により支援する。

①指定管理鳥獣捕獲等事業に係る実施計画策定等
②指定管理鳥獣の捕獲等
③効果的な捕獲の促進（捕獲手法の技術開発・市町村連携による捕獲
・広域連携による捕獲）

④認定鳥獣捕獲等事業者等の育成（捕獲技術向上のための研修会等）
⑤ジビエ利用拡大を考慮した狩猟者の育成（食肉衛生の講習会等）
⑥ジビエ利用拡大等のための狩猟捕獲支援（捕獲個体の搬入への支援
及び捕獲強化のための狩猟捕獲経費補助等）

交付金（補助率１／２、２／３、定額）

都道府県、協議会

平成26年度～令和５年度（予定）

半減目標の達成・ＣＳＦの拡散防止

交
付
金
に
よ
る
支
援

都道府県等

ニホンジカ・イノシシの捕獲促進

国

狩猟者に対する支援

ジビエ利用拡大等に関する取組

年度 事業概要

Ｒ４ 半減目標の達成に向けた捕獲等の促進

Ｒ５ 半減目標の達成に向けた捕獲等の促進

環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室 電話：03-5521-8285

■交付対象
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背景・目的 事業概要
国立公園や棚田地域等において、自然観光資源を活用し
た地域活性化を推進するため、魅力あるプログラムの開発、
ガイド等の人材育成などの地域のエコツーリズム（ジオ
ツーリズムを含む。以下同じ。）の活動を支援する。

事業スキーム
【交付】

○エコツーリズム地域活性化支援事業(交付金)
エコツーリズム推進協議会等に対して、推進体制の強化、資源調査、
ルールづくり等に要する経費の１／２を支援する。

期待される効果

自然環境の保全、観光振興、地域振興、環境教育の場として自然観光
資源を持続的に活用することにより、魅力的な地域づくりや地域活性化
が推進されることにつながる。

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円エコツーリズムを通じた地域の魅力向上事業
日本の国立公園と世界遺産を活かした地域活性化推進費のうち

エコツーリズムを通じた地域の魅力向上事業
事業目的・概要等

イメージ

令和４年度概算要求額
28百万円（28百万円）

様式６

環境省 地域協議会等
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エコツーリズム地域活性化支援事業 （交付金）

地域が取り組む魅力あるエコツアープログラムづくり
等への支援
・エコツーリズムに取り組む地域協議会等へ支援
・地域協議会は多様な主体で構成(市町村の参加は必須)
・国が地域協議会に対しエコツーリズム推進全体構想の
作成やプログラムづくり等に要する経費の２分の１を
交付

プログラムづくり
エコツーリズム推
進全体構想の作成

課題

魅力的なエ
コツアー等
の不足
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国

交付金（１/２）
都道府県
市町村

【対象事業】

①先駆性のある取組及び先駆的・優良事例の横展開

・官民協働、地域間連携、政策間連携、事業推進主体の形成、人材の確
保・育成
例）しごと創生、観光振興、地域商社、スポーツ・健康まちづくり、

生涯活躍のまち、働き方改革、小さな拠点、商店街活性化 等

②Society5.0を推進するための全国的なモデルとなる取組

・未来技術を活用した新たな社会システムづくりを支援

③わくわく地方生活実現政策パッケージ（移住・起業・就業支援）

・東京圏からのＵＩＪターンの促進及び地方の担い手不足対策

④複数年度にわたる施設整備事業（地方創生拠点整備交付金）

○第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく地方

創生のより一層の推進に向けた取組を支援します。

①地方版総合戦略に基づく、地方公共団体の自主的・主体

的で先導的な事業を支援

②ＫＰＩの設定とＰＤＣＡサイクルを組み込み、従来の

「縦割り」事業を超えた取組を支援

③地域再生法に基づく法律補助の交付金とし、安定的な制

度・運用を確保

【手続き】地方公共団体は対象事業に係る地域再生計画

（概ね５年程度）を作成し、内閣総理大臣が認定。

※本交付金のうち一部については、地方大学・産業創生法に

基づく交付金として執行

事業概要・目的 対象事業等

資金の流れ

具体的な
「成果目標（ＫＰＩ）」

の設定

「ＰＤＣＡ
サイクル」
の確立

（１/２の地方負担については、地方財政措置を講じます）

交付上限額（国費） 申請上限件数

都道府県 先駆3.0億円 横展開1.0億円 原則９事業（うち広域連携３事業）

中枢中核都市 先駆2.5億円 横展開0.85億円 原則７事業（うち広域連携２事業）

市町村 先駆2.0億円 横展開0.7億円 原則５事業（うち広域連携１事業）

※Society5.0タイプは都道府県・中枢中核都市・市町村ともに交付上限額（国費）
3.0億円、申請上限件数の枠外

地方創生推進交付金（内閣府地方創生推進事務局）

４年度概算要求額 １,２００.０億円【うち新たな成長推進枠３００.０億円】

（3年度予算額 １,０００.０億円）

○地方における安定した雇用創出、地方への新しいひとの流れ、ま

ちの活性化など地方創生の推進に寄与することを通じて、東京一

極集中の是正、地方の担い手不足への対処等に向け、地方創生を

大胆に実行します。

期待される効果
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地域活性化伝道師について

地域の活性化に向け意欲的な取組を行おうとする地域に対して、地域おこしの専門家(地域活性化伝道師)を紹介し指導・助言を行う。

○地域活性化伝道師登録数：３９３名（令和３年４月１日現在）
※事務局HP（https://www.chisou.go.jp/tiiki/ouentai.html）において公開
分野別登録数（重複を含む）

○令和２年度実績：地域活性化伝道師４名を全国４地域に派遣

○活用方法：①各自治体及び団体等が、課題解決への取組みに適した伝道師を選び、任意に招へいや相談を行う。
②地方創生推進事務局が、地域に対する助言等の一環として、取組熟度が相当程度高く、支援する意義が
特に高いと判断される場合に、地域活性化伝道師を当該地域へ派遣する。

地域の成長力強化・雇用創出に資するよう、これを担う地域人材力の強化について地域活性化伝道師が切れ目なく支援

①地域のリーダーの育成

地域活性化伝道師の講義を受け、
取組の立ち上がり段階における
実行プランの企画、取組の実施
体制の構築を後押し。

②取組の実施段階

実行プランに基づく取組を実施
拡大していく上で必要となる人
員を確保し、スキルアップ研修
などの実施を後押し。

地域リーダーが中心となって、
地域の産学官連携で商品開発を
進め、事業化に必要な経営や広
告・宣伝のノウハウを伝授。

④販路拡大・雇用創出

マーケティング・販路拡大の支
援を実施することにより、地域
の新たな産業として定着。これ
がモデルとなり、地域間連携に
より、広域的に波及。

③取組の事業化段階

１．地域産業・イノベーショ
ン・農商工連携

２．地域医療、福祉・
介護、教育

３．地域コミュニティ・
集落再生

４．地域交通・情報通信 ５．農・林・水産業 ６．観光・交流 ７．環境 ８．まちづくり

１４７人 ２２人 ９５人 １６人 ７８人 １３４人 ３０人 １５０人

内閣府地方創生推進事務局

事業概要

地域活性化伝道師登録数、実績及び活用方法

モデル地域における指導内容イメージ
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